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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイス（３００）において、モバイルデバイス（３００）によって再生可能
な１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリスト（１００２）を表示するステ
ップ、
　モバイルデバイス（３００）において、プレイリスト（１００２）をネットワークメデ
ィアシステム（８６０、８７０）内の１つ又は複数のゾーンに拡張するための第１の入力
を受信するステップ、
　第１の入力の受信に応じて、モバイルデバイス（３００）上において、ネットワークメ
ディアシステム（８６０、８７０）内の１つ又は複数のゾーンから少なくとも１つのゾー
ンを特定するゾーン表示（１０１４）を表示するステップ、ここで、当該少なくとも１つ
のゾーンのそれぞれは少なくとも１つの再生デバイスを含むとともに、当該ゾーンは所定
の再生デバイスに記憶された再生キューに関連付けられている、
　モバイルデバイスにおいて、少なくとも１つのゾーンのうちの１つの選択を示す第２の
入力を受信するステップ、
　第２の入力の受信に応じて、選択されたゾーンに関連付けられた再生キューに、モバイ
ルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つ
に対応する少なくとも１つのメディアアイテムを送り込むステップ、
　ネットワークメディアシステムを構成するステップ、ここで、当該構成により、モバイ
ルデバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対してモバイルデバ
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イスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する少なくとも１つのメデ
ィアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行される、
　モバイルデバイスがゾーンと以前に接続状態にあったと決定されることに応じて、当該
ゾーンとの接続状態を自動的に再確立するかどうかを決定するステップ、
　を含む、方法。
【請求項２】
　モバイルデバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対して実行
されるアクションには、
　プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの１つを再生するステップ、
　プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの１つの再生を一時停止する
ステップ、
　プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムにおける次のメディアアイテムへス
キップするステップ、
　プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムにメディアアイテムを追加するステ
ップ、
　プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムからメディアアイテムを削除するス
テップ、
　のうちの少なくとも１つが含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つのゾーンの選択によりモバイルデバイスのアクションが当該ゾーンまで拡張さ
れることを示すグラフィック表示をモバイルデバイス上に表示するステップをさらに含む
、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つのゾーンに関連付けられた再生キューに取り込まれている少なくとも１つのメ
ディアアイテムは、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくと
も１つに対応するメディアアイテムのサブセットであり、
　モバイルデバイスにおいて、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうち
の少なくとも１つのメディアアイテムに対してアクションを実行するための第３の入力を
受信するステップ、
　第３の入力の受信に応じて、前記１つのゾーンに関連付けられた再生キューに、当該再
生キューに既に取り込まれているメディアアイテムのサブセット内のメディアアイテムで
はなく、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対応する残りのメディアア
イテムを送り込むステップ、
　をさらに含む、請求項１から３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　プレイリストは、当該プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに関する１つ
又は複数のＵＲＩを含む、請求項１から４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　ゾーンに関連付けられた再生キューに、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイ
テムに対応するメディアアイテムを送り込むステップには、ゾーンによって１つ又は複数
のＵＲＩを受信および記憶するステップが含まれる、請求項１から５のいずれか１つに記
載の方法。
【請求項７】
　第２の入力の受信時において、モバイルデバイスによってメディアアイテムが再生され
ている場合、当該メディアアイテムの再生が前記ゾーンにおける少なくとも１つの再生デ
バイスに転送される、請求項１から６のいずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
　第２の入力の受信時において、モバイルデバイスによってメディアアイテムが再生され
ている場合、当該メディアアイテムは、モバイルデバイスと前記ゾーンにおける少なくと
も１つの再生デバイスとによって同期して再生される、請求項１から６のいずれか１つに
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記載の方法。
【請求項９】
　ネットワークとモバイルデバイスの間の接続状態が切断された後に再確立することが決
定されることに応じて、モバイルデバイスからネットワークメディアシステムへ、モバイ
ルデバイスによるプレイリストの修正に対応する修正を再生キュー内のメディアアイテム
に対してもゾーンによって実行させるメッセージを送信するステップ、
　をさらに含む、請求項１から８のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
　モバイルデバイスとの接続状態が切断された後にゾーンの再生キューが修正されたかど
うかを決定するステップ、
　をさらに含む、請求項１から９のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１１】
　ゾーンとの接続状態を自動的に再確立するかどうかを決定するステップは、モバイルデ
バイスがメディアアイテムを再生しているかどうかを決定するステップを含む、請求項１
から１０のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１２】
　接続状態を自動的に再確立することが決定されたときに、再生キュー内のメディアアイ
テムに関する情報をゾーンから受信するステップ、
　当該再生キューに対応する更新プレイリストを取得するステップ、
　をさらに含む、請求項１から１１のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１つに記載の方法を実行するためのプロセッサを備えるデ
バイス。
【請求項１４】
　コンピューティングデバイスによって実行可能な命令を記憶したコンピュータ読み取り
可能媒体であって、命令が実行されると、コンピューティングデバイスに請求項１から１
２のいずれか１つに記載の方法を実行させる、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１５】
　請求項１から１２のいずれか１つに記載の方法をコンピューティングデバイスに実行さ
せるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の参照】
【０００１】
　本願は、２０１３年５月２９日に出願された米国特許出願第１３／９０４，８９６号、
２０１３年５月２９日に出願された米国特許出願第１３／９０４，９０９号、２０１３年
５月２９日に出願された米国特許出願第１３／９０４，９２３号、２０１３年５月２９日
に出願された米国特許出願第１３／９０４，９３２号、２０１３年５月２９日に出願され
た米国特許出願第１３／９０４，９３６号、２０１３年５月２９日に出願された米国特許
出願第１３／９０４，９４４号、２０１３年５月２９日に出願された米国特許出願第１３
／９０４，９４９号に基づく優先権を主張するものであり、当該出願は参照することによ
りその全体が本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、消費財に関するものであり、特に、メディア再生に向けられた方法、システ
ム、製品、特徴、サービスおよびその他のアイテム、並びにそれらの態様に関する。
【背景技術】
【０００３】
　パーソナルオーディオデバイス上で人々がデジタル音楽を聞くための消費者レベル技術
の進歩により、デジタル音楽は容易に聞くことが可能となっている。デジタルオーディオ
に関する消費者の好みが多様化しているため、パーソナルオーディオデバイスは、携帯情
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報端末（ＰＤＡ）、携帯電話およびその他のモバイルデバイスへ統合されている。これら
のモバイルデバイスの携帯性により、人々はモバイルデバイスとともに音楽を携行し、家
庭の外でも鑑賞体験を行うことができる。人々は、自分のコンピュータ又は同様のデバイ
スを用いて、デジタル音楽ファイル又はインターネットラジオなどのデジタル音楽を家庭
で使用することができる。現在では、デジタル音楽、並びにデジタルビデオおよび写真を
含むその他のデジタルコンテンツを使用する方法が多く存在している。それらは、家庭で
の高速インターネットアクセス、モバイルブロードバンドによるインターネットアクセス
、およびデジタルメディアに対する消費者の渇望により、刺激されている。
【０００４】
　最近まで、アウトラウド環境において、デジタルオーディオにアクセスして鑑賞するオ
プションは限られていた。２００５年にＳｏｎｏｓ社が最初に販売したデジタルオーディ
オシステムは、人々が１つ又は複数のネットワーク接続されたゾーンプレーヤーを通じて
無制限のオーディオソースに視覚的にアクセスすることや、コマンドで複数のゾーンプレ
ーヤーを動的にグループ化又はグループ解除することや、ローカルネットワーク上におい
てゾーンプレーヤー間でオーディオを無線送信することや、デジタルオーディオを同期し
て大きな音量で再生することを、可能にしたものである。Ｓｏｎｏｓ社のシステムは、あ
るネットワークに接続可能なモバイルデバイスおよびコンピュータにダウンロードされた
ソフトウェアアプリケーションによって制御することができる。
【０００５】
　デジタルメディアに対する消費者の飽くなき欲求のため、人々がデジタルメディアにア
クセスして消費する方法を大幅に改革する消費者技術の開発に関して継続的なニーズが存
在する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本開示技術の特徴、態様、および利点は、以下の記載、添付の特許請求の範囲、および
添付の図面を参照するとより良く理解される。
【図１】実施形態を実施可能な例示的な構成を示す図
【図２Ａ】内蔵アンプおよび変換器を備える例示的なゾーンプレーヤーを示す図
【図２Ｂ】内蔵アンプを備え外部スピーカに接続された例示的なゾーンプレーヤーを示す
図
【図２Ｃ】Ａ／Ｖ受信機およびスピーカに接続された例示的なゾーンプレーヤーを示す図
【図３】例示的なコントローラを示す図
【図４】例示的なゾーンプレーヤーの内部機能ブロック図
【図５】例示的なコントローラの内部機能ブロック図
【図６】ネットワークメディアシステムのための例示的な再生キュー構成を示す図
【図７】例示的なアドホック再生ネットワークを示す図
【図８】クラウドベースのネットワークと少なくとも１つのローカル再生ネットワークと
を含む複数のネットワークを備えるシステムを示す図
【図９】モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの間に接続状態を
確立するためのフロー図
【図１０Ａ】モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの間に接続状
態を確立するための一連のユーザインタフェースを示す図
【図１０Ｂ】モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの間で接続状
態を確立するための一連のユーザインタフェースを示す図
【図１０Ｃ】モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの間で接続状
態を確立するための一連のユーザインタフェースを示す図
【図１０Ｄ】モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの間で接続状
態を確立するための一連のユーザインタフェースを示す図
【図１１】接続状態インジケータを提供するためのフロー図
【図１２】接続状態インジケータを提供するユーザインタフェースを示す図
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【図１３】再生キューの制御を移行するためのフロー図
【図１４Ａ】再生キューの制御を移行するための一連のユーザインタフェースを示す図
【図１４Ｂ】再生キューの制御を移行するための一連のユーザインタフェースを示す図
【図１５】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続するた
めの第１のフロー図
【図１６】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続する第
１の例に関するユーザインタフェースを示す図
【図１７】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続するた
めの第２のフロー図
【図１８Ａ】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続する
第２の例に関する一連のユーザインタフェースを示す図
【図１８Ｂ】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続する
第２の例に関する一連のユーザインタフェースを示す図
【図１８Ｃ】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続する
第２の例に関する一連のユーザインタフェースを示す図
【図１８Ｄ】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続する
第２の例に関する一連のユーザインタフェースを示す図
【図１８Ｅ】モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに再接続する
第２の例に関する一連のユーザインタフェースを示す図
【図１９】ゾーンの再生キューを、以前に接続されていたモバイルデバイスのプレイリス
トに対する修正に基づいて修正するためのフロー図（モバイルデバイスはゾーンに接続さ
れていない）
【図２０Ａ】ゾーンの再生キューを、以前に接続されていたモバイルデバイスのプレイリ
ストに対する修正に基づいて修正するための一連のユーザインタフェースを示す図（モバ
イルデバイスはゾーンに接続されていない）
【図２０Ｂ】ゾーンの再生キューを、以前に接続されていたモバイルデバイスのプレイリ
ストに対する修正に基づいて修正するための一連のユーザインタフェースを示す図（モバ
イルデバイスはゾーンに接続されていない）
【図２１】再生キューを異なるゾーンに移動させるためのフロー図
【図２２Ａ】再生キューを異なるゾーンに移動させるための一連のユーザインタフェース
をしめす図
【図２２Ｂ】再生キューを異なるゾーンに移動させるための一連のユーザインタフェース
をしめす図
【図２２Ｃ】再生キューを異なるゾーンに移動させるための一連のユーザインタフェース
をしめす図
【図２２Ｄ】再生キューを異なるゾーンに移動させるための一連のユーザインタフェース
をしめす図
【図２２Ｅ】再生キューを異なるゾーンに移動させるための一連のユーザインタフェース
を示す図
【図２３】プライベートキューインジケータを提供するためのフロー図
【図２４Ａ】プライベートキューインジケータを提供するための一連のユーザインタフェ
ースを示す図
【図２４Ｂ】プライベートキューインジケータを提供するための一連のユーザインタフェ
ースを示す図
【図２４Ｃ】プライベートキューインジケータを提供するための一連のユーザインタフェ
ースを示す図
【図２４Ｄ】プライベートキューインジケータを提供するための一連のユーザインタフェ
ースを示す図
【発明を実施するための形態】
【０００７】



(6) JP 6215459 B2 2017.10.18

10

20

30

40

50

　さらに、図面はいくつかの例示的な実施形態を説明することを目的としているが、本開
示は図面に示した配置および手段に限定されるものではないことが理解される。
【０００８】
Ｉ．概要
　本明細書に記載の実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の
ゾーンとの間の接続状態、および、当該接続状態を含む、モバイルデバイスとネットワー
クメディアシステムの間の交信を含む。一例として、ユーザは仕事を終えて自宅へ帰って
いるときに、モバイルデバイスのプレイリストから音楽を聴いている。自宅に到着して自
宅におけるネットワークメディアシステムの通信可能範囲内に入ると、ユーザはモバイル
デバイスのインタフェースを介して、ネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の
再生デバイスによるゾーンに「接続再生（play to）」することを選択する。本明細書に
記載の実施形態では、ゾーンに「接続再生」するステップには、モバイルデバイスとゾー
ンの間に接続状態を確立するステップが含まれる。
【０００９】
　モバイルデバイスとゾーンの間で接続状態が確立されると、モバイルデバイスのプレイ
リスト中のメディアアイテムに対してアクションが実行された場合に、ゾーンに関連付け
られた再生キュー内の対応するメディアアイテムに対しても同じアクションが実行される
ようになる。モバイルデバイスを介してプレイリスト中の特定の曲が演奏されると、例え
ば、再生キュー内の対応する特定の曲がゾーン内の１つ又は複数の再生デバイスによって
再生される。別の例では、モバイルデバイスを介してプレイリストから特定の曲を削除す
ると、対応する特定の曲がゾーンに関連する再生キューから削除される。ある場合には、
モバイルデバイスとゾーンの間で接続状態を確立するステップには、ユーザがゾーンに接
続再生することを望むモバイルデバイスのプレイリスト中のメディアアイテムに対応する
メディアアイテムを再生キューに取り込むステップが含まれる。
【００１０】
　実施形態によっては、モバイルデバイスのインタフェースは、接続状態インジケータを
表示する。一例では、接続状態インジケータは、モバイルデバイスがネットワークメディ
アシステム内の１つ又は複数のゾーンと接続状態にあることを示す。一例では、接続状態
インジケータはさらに、モバイルデバイスのプレイリスト中のメディアアイテムに対して
アクションが実行された結果として、再生キュー内の対応するメディアアイテムに対して
も対応するアクションが実行されることを示す。別のケースでは、モバイルデバイスが現
在はネットワークメディアシステム内のゾーンと接続状態にないものの接続状態を確立す
ることが可能であることを示す異なるインジケータが表示される。
【００１１】
　ユーザがモバイルデバイスを持って自宅を離れたとき等、モバイルデバイスがネットワ
ークメディアシステムの通信可能範囲内になくなった場合、モバイルデバイスはゾーンの
制御を放棄することで、モバイルデバイスとゾーンは接続状態でなくなる。これらの場合
、本明細書に記載の実施形態は、再生キューの制御をモバイルデバイスから、ネットワー
クメディアシステムと通信する別のデバイスに移行するステップを含む。
【００１２】
　ネットワークメディアシステムの通信可能範囲を離れるとともに再生キューの制御を放
棄した後において、モバイルデバイスはネットワークメディアシステムの通信可能範囲に
再度入る。この場合、モバイルデバイスは、ゾーンと自動的に再接続するように構成され
る。一例において、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムのゾーンと接続
状態を再確立する。別の例では、モバイルデバイスは単にゾーンに接続して、場合によっ
ては、以前の接続状態を再度確立するのではなく新たな接続状態を確立する。
【００１３】
　モバイルデバイスが再生キューの制御を放棄した後、かつ、ネットワークメディアシス
テムの通信可能範囲に再度入る前において、プレイリストの修正が行われる場合がある。
この場合、本明細書に記載の実施形態は、再生キューにも同じ修正を適用するステップを
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含む。
【００１４】
　接続状態の確立、再生キューの制御の放棄、および接続状態の再確立に関連する交信に
加えて、本明細書に記載の実施形態はさらに、ネットワークメディアシステム内の第２の
ゾーンと接続状態を確立するステップと、第２のゾーンに接続再生するステップとを含む
。一例では、第２のゾーンに接続再生するステップには、モバイルデバイスによる再生キ
ューの制御を当該再生キューから第２の再生キューに転送するステップと、再生キューの
制御を放棄するステップとが含まれる。
【００１５】
　ネットワークメディアシステムは、その他のモバイルデバイスによってアクセスされる
場合がある。一例では、モバイルデバイスのプレイリストはプライベートなものであり、
第２のモバイルデバイスからはアクセスすることができない。したがって、モバイルデバ
イスが接続再生しているゾーンに関連付けられた再生キューは、第２のモバイルデバイス
にとってプライベートである。この例では、第２のモバイルデバイスのインタフェースは
、ゾーンがプライベートキューに関連付けられていることを示すプライベートキューイン
ジケータを提供する。
【００１６】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメディアシス
テム内のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む。一態様による方法は、モバ
イルデバイスにおいて、モバイルデバイスを介した再生のために利用可能な１つ又は複数
のメディアアイテムを特定するプレイリストを表示するステップを含む。方法はさらに、
モバイルデバイスにおいて、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対する
アクションをネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンに拡張するための
第１の入力を受信するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイス上にゾーン表示
を表示するステップを含む。ここで、ゾーン表示は、ネットワークメディアシステム内の
１つ又は複数のゾーンから１つのゾーンを特定するものであり、当該１つのゾーンは少な
くとも１つの再生デバイスを含み、再生キューに関連付けられている。方法はさらに、モ
バイルデバイスにおいて、ゾーンの選択を示す第２の入力を受信するステップを含む。方
法はさらに、第２の入力の受信に応じて、選択されたゾーンに関連付けられた再生キュー
に、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つに対応す
る少なくとも１つのメディアアイテムを取り込むステップを含む。方法はさらに、ネット
ワークメディアシステムを構成するステップを含む。ここで、当該構成により、モバイル
デバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対してモバイルデバイ
スを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する少なくとも１つのメディ
アアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようにする。
【００１７】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスにおいて、モバイルデバイスを介した再生のために利用可能な１つ又は
複数のメディアアイテムを特定するプレイリストを表示するステップを含む。機能はさら
に、モバイルデバイスにおいて、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対
するアクションをネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンに拡張するた
めの第１の入力を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイス上にゾーン
表示を表示するステップを含む。ここで、ゾーン表示は、ネットワークメディアシステム
内の１つ又は複数のゾーンから１つのゾーンを特定するものであり、当該１つのゾーンは
少なくとも１つの再生デバイスを含み、再生キューに関連付けられている。機能はさらに
、モバイルデバイスにおいて、ゾーンの選択を示す第２の入力を受信するステップを含む
。機能はさらに、第２の入力の受信に応じて、選択されたゾーンに関連付けられた再生キ
ューに、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つに対
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応する少なくとも１つのメディアアイテムを取り込むステップを含む。機能はさらに、ネ
ットワークメディアシステムを構成するステップを含む。ここで、当該構成により、モバ
イルデバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対してモバイルデ
バイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する少なくとも１つのメ
ディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようにする。
【００１８】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスにおいて、モバイルデバイスを介した再生
のために利用可能な１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリストを表示する
ステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスにおいて、プレイリスト中の１つ又は
複数のメディアアイテムに対するアクションをネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数のゾーンに拡張するための第１の入力を受信するステップを含む。機能はさらに、
モバイルデバイス上にゾーン表示を表示するステップを含む。ここで、ゾーン表示は、ネ
ットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンから１つのゾーンを特定するもの
であり、当該１つのゾーンは少なくとも１つの再生デバイスを含み、再生キューに関連付
けられている。機能はさらに、モバイルデバイスにおいて、ゾーンの選択を示す第２の入
力を受信するステップを含む。機能はさらに、第２の入力の受信に応じて、選択されたゾ
ーンに関連付けられた再生キューに、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテム
のうちの少なくとも１つに対応する少なくとも１つのメディアアイテムを取り込むステッ
プを含む。機能はさらに、ネットワークメディアシステムを構成するステップを含む。こ
こで、当該構成により、モバイルデバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディア
アイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の
対応する少なくとも１つのメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによ
って実行されるようにする。
【００１９】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスによる再生キューの制御を移
行するステップを含む。一態様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディア
システム内のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立される
と、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してアク
ションが実行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数の
メディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようになる
。方法はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信状態にないこ
とを決定するステップを含む。方法はさらに、当該決定に続いて、ネットワークメディア
システムの制御を放棄するステップを含む。制御が放棄されると、プレイリスト中の１つ
又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されて
も、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに
対して、対応するアクションがゾーンによって実行されないようになる。
【００２０】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンとの間に接続状態を確立す
るステップを含む。接続状態が確立されると、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ
又は複数のメディアアイテムに対してアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられ
た再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクショ
ンがゾーンによって実行されるようになる。方法はさらに、モバイルデバイスがネットワ
ークメディアシステムと通信状態にないことを決定するステップを含む。方法はさらに、
当該決定に続いて、ネットワークメディアシステムの制御を放棄するステップを含む。制
御が放棄されると、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイル
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デバイスを介してアクションが実行されても、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対
応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって
実行されないようになる。
【００２１】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾー
ンとの間で接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、モバイルデバ
イスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してアクションが実行され
ると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテム
に対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようになる。方法はさらに、
モバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信状態にないことを決定するステ
ップを含む。方法はさらに、当該決定に続いて、ネットワークメディアシステムの制御を
放棄するステップを含む。制御が放棄されると、プレイリスト中の１つ又は複数のメディ
アアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されても、ゾーンに関連
付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応する
アクションがゾーンによって実行されないようになる。
【００２２】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメディアシス
テム内のゾーンが接続状態にあるときに、接続状態インジケータを提供するステップを含
む。一態様による方法は、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数の再生デバイスによるゾーンと接続状態にあることを決定するステップを含む。ゾ
ーンは再生キューに関連付けられており、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にあると
いうことは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対
してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する１つ
又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行される
ことを示す。方法はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェース上において、モバ
イルデバイスがネットワークメディアシステムのゾーンと接続状態にあることを示す第１
のステータス表示を表示するステップを含む。
【００２３】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによ
るゾーンと接続状態にあることを決定するステップを含む。ゾーンは再生キューに関連付
けられており、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にあるということは、モバイルデバ
イスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介
してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテ
ムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されることを示す。方法はさらに
、モバイルデバイスのユーザインタフェース上において、モバイルデバイスがネットワー
クメディアシステムのゾーンと接続状態にあることを示す第１のステータス表示を表示す
るステップを含む。
【００２４】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ
又は複数の再生デバイスによるゾーンと接続状態にあることを決定するステップを含む。
ゾーンは再生キューに関連付けられており、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にある
ということは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに
対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する１
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つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行され
ることを示す。方法はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェース上において、モ
バイルデバイスがネットワークメディアシステムのゾーンと接続状態にあることを示す第
１のステータス表示を表示するステップを含む。
【００２５】
　上述したように、例示的な実施形態は、再生キューを新たなゾーンへ移動させるステッ
プを含む。一態様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の
１つ又は複数の再生デバイスによる第１のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを
含む。接続状態が確立されると、１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリス
トに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付
けられた第１の再生キューに対して、対応するアクションが実行されるようになる。第１
の再生キューは、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対応する１つ又は
複数のメディアアイテムを含む。方法はさらに、モバイルデバイス上において、ネットワ
ークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによる第２のゾーンを表すグラフ
ィック表示を表示するステップを含む。第２のゾーンは、第２の再生キューに関連付けら
れている。方法はさらに、モバイルデバイスを介して、第２のゾーンの選択を示す第１の
入力を受信するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスと第２のゾーンの間で
接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、プレイリストに対してモ
バイルデバイスを介してアクションが実行されると、第２の再生キューに対しても対応す
るアクションが実行されるようになる。
【００２６】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによ
る第１のゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、
１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリストに対してモバイルデバイスを介
してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付けられた第１の再生キューに対し
て、対応するアクションが実行されるようになる。第１の再生キューは、プレイリスト中
の１つ又は複数のメディアアイテムに対応する１つ又は複数のメディアアイテムを含む。
機能はさらに、モバイルデバイス上において、ネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数の再生デバイスによる第２のゾーンを表すグラフィック表示を表示するステップを
含む。第２のゾーンは、第２の再生キューに関連付けられている。機能はさらに、モバイ
ルデバイスを介して、第２のゾーンの選択を示す第１の入力を受信するステップを含む。
機能はさらに、モバイルデバイスと第２のゾーンの間で接続状態を確立するステップを含
む。接続状態が確立されると、プレイリストに対してモバイルデバイスを介してアクショ
ンが実行されると、第２の再生キューに対しても対応するアクションが実行されるように
なる。
【００２７】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ
又は複数の再生デバイスによる第１のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む
。接続状態が確立されると、１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリストに
対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付けら
れた第１の再生キューに対して、対応するアクションが実行されるようになる。第１の再
生キューは、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対応する１つ又は複数
のメディアアイテムを含む。機能はさらに、モバイルデバイス上において、ネットワーク
メディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによる第２のゾーンを表すグラフィッ
ク表示を表示するステップを含む。第２のゾーンは、第２の再生キューに関連付けられて
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いる。機能はさらに、モバイルデバイスを介して、第２のゾーンの選択を示す第１の入力
を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスと第２のゾーンの間で接続
状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、プレイリストに対してモバイ
ルデバイスを介してアクションが実行されると、第２の再生キューに対しても対応するア
クションが実行されるようになる。
【００２８】
　上述したように、例示的な実施形態は、再生キューがプライベートキューであることを
示すプライベートキューインジケータを提供するステップを含む。一態様による方法は、
第１のモバイルデバイスによって、ネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再
生デバイスによるゾーンに関連付けられた再生キューがプライベートキューであることを
決定するステップを含む。プライベートキューは、第２のモバイルデバイスの第２のプレ
イリストからの１つ又は複数のメディアアイテムを含む。当該プライベートキュー内の１
つ又は複数のメディアアイテムを特定するプライベートキュー情報にアクセスするには、
資格が必要とされる。方法はさらに、第１のモバイルデバイスのユーザインタフェース上
において、ネットワークメディアシステムのゾーンに関連付けられた再生キューがプライ
ベートキューであるとともに、プライベート再生キュー情報にアクセスするために資格が
必要とされることを示す第１のステータス表示を表示するステップを含む。
【００２９】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
第１のモバイルデバイスによって、ネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再
生デバイスによるゾーンに関連付けられた再生キューがプライベートキューであることを
決定するステップを含む。プライベートキューは、第２のモバイルデバイスの第２のプレ
イリストからの１つ又は複数のメディアアイテムを含む。当該プライベートキュー内の１
つ又は複数のメディアアイテムを特定するプライベートキュー情報にアクセスするには、
資格が必要とされる。機能はさらに、第１のモバイルデバイスのユーザインタフェース上
において、ネットワークメディアシステムのゾーンに関連付けられた再生キューがプライ
ベートキューであるとともに、プライベート再生キュー情報にアクセスするために資格が
必要とされることを示す第１のステータス表示を表示するステップを含む。
【００３０】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、第１のモバイルデバイスによって、ネットワークメディアシ
ステム内の１つ又は複数の再生デバイスによるゾーンに関連付けられた再生キューがプラ
イベートキューであることを決定するステップを含む。プライベートキューは、第２のモ
バイルデバイスの第２のプレイリストからの１つ又は複数のメディアアイテムを含む。当
該プライベートキュー内の１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプライベートキュ
ー情報にアクセスするには、資格が必要とされる。機能はさらに、第１のモバイルデバイ
スのユーザインタフェース上において、ネットワークメディアシステムのゾーンに関連付
けられた再生キューがプライベートキューであるとともに、プライベート再生キュー情報
にアクセスするために資格が必要とされることを示す第１のステータス表示を表示するス
テップを含む。
【００３１】
　上述したように、例示的な実施形態は、プレイリストを修正するステップを含む。一態
様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の
再生デバイスによるゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。モバイルデバイ
スがゾーンと接続状態にあるということは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又
は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると
、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対
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して、対応するアクションがゾーンによって実行されることを示す。方法はさらに、モバ
イルデバイスとゾーンが接続状態でなくなるように、モバイルデバイスとネットワークメ
ディアシステムとの接続を解除するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスの
ユーザインタフェース上での表示のためにプレイリストを提供するステップを含む。方法
はさらに、モバイルデバイスを介して、モバイルデバイスのプレイリストに対する修正を
示す第１のユーザ入力を受信するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスとネ
ットワークメディアシステム内のゾーンとの接続状態を再確立することを決定するステッ
プを含む。方法はさらに、当該決定に応じて、モバイルデバイスのプレイリストが修正さ
れるとゾーンに関連付けられた再生キューに対しても対応する修正が実行されることを示
す更新メッセージをゾーンに送信するステップを含む。
【００３２】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによ
るゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。モバイルデバイスがゾーンと接続
状態にあるということは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディア
アイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付
けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するア
クションがゾーンによって実行されることを示す。機能はさらに、モバイルデバイスとゾ
ーンが接続状態でなくなるように、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムと
の接続を解除するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェ
ース上での表示のためにプレイリストを提供するステップを含む。機能はさらに、モバイ
ルデバイスを介して、モバイルデバイスのプレイリストに対する修正を示す第１のユーザ
入力を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスとネットワークメディ
アシステム内のゾーンとの接続状態を再確立することを決定するステップを含む。機能は
さらに、当該決定に応じて、モバイルデバイスのプレイリストが修正されるとゾーンに関
連付けられた再生キューに対しても対応する修正が実行されることを示す更新メッセージ
をゾーンに送信するステップを含む。
【００３３】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ
又は複数の再生デバイスによるゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。モバ
イルデバイスがゾーンと接続状態にあるということは、モバイルデバイスのプレイリスト
中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実
行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアア
イテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されることを示す。機能はさ
らに、モバイルデバイスとゾーンが接続状態でなくなるように、モバイルデバイスとネッ
トワークメディアシステムとの接続を解除するステップを含む。機能はさらに、モバイル
デバイスのユーザインタフェース上での表示のためにプレイリストを提供するステップを
含む。機能はさらに、モバイルデバイスを介して、モバイルデバイスのプレイリストに対
する修正を示す第１のユーザ入力を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデ
バイスとネットワークメディアシステム内のゾーンとの接続状態を再確立することを決定
するステップを含む。機能はさらに、当該決定に応じて、モバイルデバイスのプレイリス
トが修正されるとゾーンに関連付けられた再生キューに対しても対応する修正が実行され
ることを示す更新メッセージをゾーンに送信するステップを含む。
【００３４】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメディアシス
テム内の再生ゾーンの間のサイレントかつ非閉塞的（unobstructive）な接続を含む。一
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態様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間で通信を確立
するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム
内の１つ又は複数の再生デバイスによるゾーンと以前に接続状態にあったことを決定する
ステップを含む。モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテム
に対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられた
再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクション
がゾーンによって実行される。方法はさらに、ゾーンから、再生キュー内の対応する１つ
又は複数のメディアアイテムを特定する情報を受信するステップを含む。方法はさらに、
ゾーンから受信した１つ又は複数の対応するメディアアイテムを特定する更新プレイリス
トをモバイルデバイスによって読み出すステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイ
スとゾーンの間で新たな接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、
更新プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介し
てアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は
複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるよう
になる。
【００３５】
　別の態様による第２の方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間
で通信を確立するステップを含む。モバイルデバイスは、メディアアイテムを再生中であ
る。第２の方法はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数の再生デバイスによる第１のゾーンと以前に接続状態にあったことを決定するステ
ップを含む。モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対
してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付けられ
た第１の再生キュー内の対応する１つ又は複数の第１のメディアアイテムに対して、対応
するアクションが第１のゾーンによって実行される。第２の方法はさらに、モバイルデバ
イスのユーザインタフェース上での表示のために、第１のゾーンがモバイルデバイスと以
前に接続状態にあったことを示すグラフィック表示を提供するステップを含む。
【００３６】
　さらに別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティング
デバイスによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスに
よって命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機
能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間で通信を確立するステップ
を含む。モバイルデバイスは、メディアアイテムを再生中である。機能はさらに、モバイ
ルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによる第１
のゾーンと以前に接続状態にあったことを決定するステップを含む。モバイルデバイスの
プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してア
クションが実行されると、第１のゾーンに関連付けられた第１の再生キュー内の対応する
１つ又は複数の第１のメディアアイテムに対して、対応するアクションが第１のゾーンに
よって実行される。機能はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェース上での表示
のために、第１のゾーンがモバイルデバイスと以前に接続状態にあったことを示すグラフ
ィック表示を提供するステップを含む。
【００３７】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間で通
信を確立するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディア
システム内の１つ又は複数の再生デバイスによるゾーンと以前に接続状態にあったことを
決定するステップを含む。モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディア
アイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付
けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するア
クションがゾーンによって実行される。機能はさらに、ゾーンから、再生キュー内の対応
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する１つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報を受信するステップを含む。機能は
さらに、ゾーンから受信した１つ又は複数の対応するメディアアイテムを特定する更新プ
レイリストをモバイルデバイスによって読み出すステップを含む。機能はさらに、モバイ
ルデバイスとゾーンの間で新たな接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立さ
れると、更新プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイ
スを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する
１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行さ
れるようになる。
【００３８】
　以下の説明で議論されるその他の実施形態、あるいは当業者によって理解可能なその他
の実施形態も可能である。
【００３９】
ＩＩ．動作環境の例
　図面を参照すると、同様のパーツに対しては、複数の図面において同様の符号を付して
いる。図１は、本明細書で開示される１つ又は複数の実施形態が実行又は実施可能なシス
テム１００の例を示している。
【００４０】
　例示のために、メディアシステム構成１００は、複数のゾーンで構成されたホームを示
し、ホームは１つのゾーンのみで構成することができる。さらに、時間が経過すると１つ
又は複数のゾーンを追加することもできる。ホーム内の各ゾーンは、例えば、オフィス、
バスルーム、マスターベッドルーム、キッチン、ダイニングルーム、ファミリールーム、
ホームシアタールーム、ユーティリティ又はランドリールーム、およびパティオなどの異
なる部屋又はスペースを示してもよい。そのように構成されている場合では、１つのゾー
ンが複数の部屋を含んでいてもよい（本明細書では示していない）。図１に示すように、
ホーム内の各ゾーンに１つ又は複数のゾーンプレーヤー１０２－１２４が示されている。
ゾーンプレーヤー１０２－１２４は、再生デバイス、マルチメディアユニット、スピーカ
、プレーヤーなどと呼ばれ、オーディオ、ビデオ、および／又はオーディオビジュアルの
出力を行う。（例えば、例示のためにキッチン内に示される）コントローラ１３０は、メ
ディアシステム構成１００の制御を行う。コントローラ１３０は、ゾーンに固定されてい
てもよいし、あるいは、コントローラ１３０は、ゾーンの周りを移動可能なモバイルであ
ってもよい。メディアシステム構成１００は、複数のコントローラ１３０を含んでもよく
、また、時間が経過するとシステムに新たなコントローラが追加されてもよい。
【００４１】
　メディアシステム構成１００は、例示的なハウスメディアシステム全体を表すが、本明
細書に記載の技術は、これらの特定の場所への用途に限定されず、又、図１のハウスメデ
ィアシステム１００全体のような広範囲のシステムにも限定されない。
【００４２】
ａ．ゾーンプレーヤーの例
　図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃは、様々な種類のゾーンプレーヤーの例を示している。例えば
、図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃのゾーンプレーヤー２００、２０２、および２０４は、それぞ
れ、図１のゾーンプレーヤー１０２－１２４のいずれにも対応できる。ある実施形態では
、オーディオが、フルレンジプレーヤー等の単一のゾーンプレーヤーのみから再生されて
もよい。ある実施形態では、オーディオは、２つ以上のゾーンプレーヤー、例えば、複数
のフルレンジプレーヤーの組み合わせ、又はフルレンジプレーヤーと特定のプレーヤーと
の組み合わせ等で再生されてもよい。ある実施形態では、ゾーンプレーヤー２００－２０
４はまた、「スマートスピーカ」と呼ばれてもよい。この理由は、オーディオの再生以上
の処理能力を備えているからであり、以下に詳細に述べられている。
【００４３】
　図２Ａは、フルレンジサウンドを再生可能なサウンド生成機器２０８を含むゾーンプレ
ーヤー２００を示す。サウンドは、オーディオ信号から得られ、オーディオ信号は、有線
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データネットワーク上又は無線データネットワーク上でゾーンプレーヤー２００によって
受信および処理することができる。サウンド生成機器２０８は、１つ又は複数の内蔵アン
プと、１つ又は複数の音響変換器（例えば、スピーカ）を含む。内蔵アンプは、図４を参
照して以下にさらに詳細に述べられている。スピーカ又は音響変換器は、例えば、ツイー
ター、ミッドレンジドライバ、低域ドライバ、およびサブウーファーのいずれかを含んで
いてもよい。ある実施形態では、ゾーンプレーヤー２００は、ステレオオーディオ、モノ
ラルオーディオ、又はその両方を再生するように静的に又は動的に構成することができる
。ある実施形態では、ゾーンプレーヤー２００は、フルレンジサウンドのサブセットを再
生するように構成されてもよい。そのような構成は例えば、ゾーンプレーヤーが他のゾー
ンプレーヤーとグループ化されてステレオオーディオ、モノラルオーディオ、および／又
はサラウンドオーディオを再生するとき、又はゾーンプレーヤー２００によって受信した
オーディオコンテンツがフルレンジより低いときなどに行われてもよい。
【００４４】
　図２Ｂは、分離した１セットのスピーカ２１０に電力を供給する内蔵アンプを含むゾー
ンプレーヤー２０２を示す。分離したスピーカは、例えば、任意のタイプのラウドスピー
カを含むことができる。ゾーンプレーヤー２０２は、１つ、２つ、又はそれより多い数の
別々のラウドスピーカに電力を供給するように構成されてもよい。ゾーンプレーヤー２０
２は、有線パスを通じてオーディオ信号（例えば、右又は左のチャネルオーディオ又はそ
の構成に応じた数のチャネル）を分離したスピーカ２１０に対して通信するように構成さ
れている。
【００４５】
　図２Ｃは、内蔵アンプを含まないが、データネットワーク上で受信した、オーディオ信
号を、内蔵アンプを備えるオーディオ（又は「オーディオ／ビデオ」）受信器２１４に通
信するゾーンプレーヤー２０４を示している。
【００４６】
　図１に戻って、ある実施形態では、１つ、いくつか、又は全てのゾーンプレーヤー１０
２から１２４は、ソースから直接オーディオを取り出すことができる。例えば、ゾーン又
はゾーングループにおける特定のゾーンプレーヤーに、再生キュー（又は「キュー」）が
割り当てられてもよい。再生キューには、関連するゾーン又はゾーングループによって再
生されるべき０又は１以上のオーディオアイテムに対応する情報が含まれている。再生キ
ューは、ゾーンプレーヤー又はその他の指定のデバイスのメモリに記憶されてもよい。再
生キュー内の各項目は、ユーアールアイ（ＵＲＩ）又はいくつかの他の識別子を含んでい
てもよい。ＵＲＩ又は識別子は、特定されたオーディオソースからオーディオアイテムを
探すおよび／又は読み出すためにゾーンプレーヤーによって使用可能である。アイテムに
応じて、オーディオソースは、インターネット（例えば、クラウド）上で見つけられるか
もしれないし、データネットワーク１２８上の別のデバイス、ゾーンプレーヤー自体に格
納されたコントローラ１３０からローカルに見つかるかもしれないし、又はゾーンプレー
ヤーと直接通信するオーディオソースから見つかるかもしれない。ある実施形態では、ゾ
ーンプレーヤーは、オーディオそのものを再生できるし、オーディオを再生するために別
のデバイスに送信できるし、又はゾーンプレーヤーと１つ又は複数の追加のゾーンプレー
ヤーとを同期してオーディオを再生することもできる。ある実施形態では、ゾーンプレー
ヤーは第１のオーディオコンテンツを再生する（又は全く再生しない）一方で、別のゾー
ンプレーヤーに異なる第２のオーディオコンテンツを再生のために送信することができる
。ユーザに対して、再生キュー内の各アイテムは、トラック名、アルバム名、プレイリス
ト又はその他の表示などのエレメントによって、コントローラのインタフェース上に表さ
れる。ユーザは、興味のあるオーディオアイテムを再生キューに入力することができる。
所望の場合には、ユーザは、再生キューを修正およびクリアにすることができる。
【００４７】
　説明のため、カリフォルニア州サンタバーバラのソノズ・インコーポレイテッドが現在
販売提供している「ＰＬＡＹ：５」、「ＰＬＡＹ：３」、「ＰＬＡＹＢＡＲ」、「ＣＯＮ
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ＮＥＣＴ：ＡＭＰ」、「ＣＯＮＮＥＣＴ」、および「ＳＵＢ」と呼ばれるゾーンプレーヤ
ーがある。他の過去、現在、および／又は将来の任意のゾーンプレーヤーは、追加的に又
は代替的に本明細書で開示された実施例のゾーンプレーヤーに実装して使用することがで
きる。更に、ゾーンプレーヤーは、図２Ａ、２Ｂ、２Ｃに示された特定の例又は提供され
るソノズ製品に限定されない。例えば、ゾーンプレーヤーは、有線のヘッドホン又は無線
のヘッドホンで構成されていてもよい。更に別の例では、ゾーンプレーヤーは、テレビ用
のサウンドバーを含んでいてもよい。更に別の例では、ゾーンプレーヤーは、アップル社
のＩＰＯＤ（商標）又は同様のデバイス用のドッキングステーションを含むことができる
し、又、それらと対話することができる。
【００４８】
ｂ．コントローラの例
　図３は、ドッキングステーション３０２内の無線コントローラ３００の例を示す。説明
のため、コントローラ３００は、図１の制御デバイス１３０に対応可能である。ドッキン
グステーション３０２が備えられ／使用されている場合、ドッキングステーション３０２
は、コントローラ３００に電力を提供し、さらにコントローラ３００のバッテリーを充電
してもよい。ある実施形態では、コントローラ３００は、タッチスクリーン３０４を備え
ており、ユーザは、タッチスクリーン３０４をタッチすることでコントローラ３００と対
話可能となっている。例えば、ユーザは、オーディオコンテンツのプレイリストを取り出
し、ナビゲートし、１つ又は複数のゾーンプレーヤーの動作を制御し、システム構成１０
０の全体を制御することができる。その他の実施形態では、ボイスコントロールのような
その他の入力機構を使用してコントローラ３００との交信が行われる。ある実施形態では
、任意の数のコントローラを使用して、システム構成１００を制御することができる。あ
る実施形態では、システム構成１００を制御可能なコントローラの数を制限することがで
きる。コントローラは、無線コントローラ３００のように無線であってもよいし、又はデ
ータネットワーク１２８に有線で接続されてもよい。
【００４９】
　ある実施形態では、複数のコントローラが図１のシステム１００に使用される場合、各
コントローラは、共通のコンテンツを表示すために調整されてもよいし、１つのコントロ
ーラによるシステム１００の変更を示すために全てのコントローラを動的に更新してもよ
い。調整は、例えば、コントローラによって、ゾーンプレーヤーのうちの１つ又は複数か
ら直接又は間接的に状態変数を定期的に要請することによって行われてもよい。状態変数
は、システム１００についての情報を提供してもよく、例えば、現在のゾーングループ構
成、１つ又は複数のゾーンで再生しているもの、ボリュームレベル、および興味のある他
の項目などを提供してもよい。状態変数は、必要に応じて、又は多くの場合プログラムさ
れて、ゾーンプレーヤー（および、もし望むのであれば、コントローラ）間のデータネッ
トワーク１２８上に渡されてもよい。
【００５０】
　更に、任意のネットワーク対応携帯デバイス、例えば、ＩＰＨＯＮＥ（登録商標）、Ｉ
ＰＡＤ（登録商標）、ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）対応電話／タブレット、又は任意の他
のスマートフォン若しくはネットワーク対応デバイスなどで実行されるアプリケーション
が、データネットワーク１２８に接続することによってコントローラとして使用できる。
ラップトップ又はデスクトップのＰＣ若しくはＭａｃ上で実行されるアプリケーションも
、コントローラ１３０として使用される。そのようなコントローラは、データネットワー
ク１２８、ゾーンプレーヤー、無線ルータを備えるインタフェースを通じてシステム１０
０に接続されるか、又はいくつかの他の構成された接続パスを使用してシステム１００に
接続されてもよい。カリフォルニア州サンタバーバラのソノズ・インコーポレイテッドが
提供するコントローラの例としては、「コントローラ２００」、「ＳＯＮＯＳ（登録商標
）　ＣＯＮＴＲＯＬ」、「ＩＰＨＯＮＥ用ＳＯＮＯＳ（登録商標）コントローラ」、「Ｉ
ＰＡＤ用ＳＯＮＯＳ（登録商標）コントローラ」、「ＡＮＤＲＯＩＤ用ＳＯＮＯＳ（登録
商標）コントローラ」、「ＭＡＣ又はＰＣ用ＳＯＮＯＳ（登録商標）コントローラ」を含
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む。
【００５１】
ｃ．データ接続の例
　図１のゾーンプレーヤー１０２から１２４は、直接又は間接的にデータネットワーク、
例えばデータネットワーク１２８に接続される。コントローラ１３０は、直接又は間接的
にデータネットワーク１２８に接続されるか、又は個別にゾーンプレーヤーに接続されて
もよい。データネットワーク１２８は、示された他の構成要素から目立つように図中に八
角形で示されている。データネットワーク１２８が１つの場所に示されているが、そのよ
うなネットワークは、システム１００の中および周りに拡がっていることが理解される。
特に、データネットワーク１２８は、有線ネットワーク、無線ネットワーク、又は有線ネ
ットワークと無線ネットワークの両方の組み合わせとすることができる。ある実施形態で
は、ゾーンプレーヤー１０２－１２４の１つ又は複数は、専有のメッシュネットワークに
基づいて、データネットワーク１２８に無線で接続されている。ある実施形態では、ゾー
ンプレーヤーのうちの１つ又は複数は、有線ルータ又は無線ルータのような集中型アクセ
スポイントを使用して、データネットワーク１２８に接続される。ある実施形態では、ゾ
ーンプレーヤー１０２－１２４の１つ又は複数は、イーサネット又は同様の技術を使用し
、データネットワーク１２８への有線を通じて接続されている。１つ又は複数のゾーンプ
レーヤー１０２－１２４をデータネットワーク１２８に接続することに加えて、データネ
ットワーク１２８は、更に、例えば、インターネットなどのワイドエリアネットワークに
アクセス可能である。
【００５２】
　ある実施形態では、ゾーンプレーヤー１０２－１２４のいくつか、又はいくつかの他の
接続デバイスをブロードバンドルータに接続することによって、データネットワーク１２
８が形成されてもよい。他のゾーンプレーヤー１０２－１２４は、その後、データネット
ワーク１２８に対して有線で追加することができるか、又は無線で追加することができる
。例えば、ゾーンプレーヤー（例えば、ゾーンプレーヤー１０２－１２４のいずれか）は
、ゾーンプレーヤーに設けられたボタンを単に押すことによって、システム構成１００に
追加され（又はいくつかの他のアクションを実行し）、データネットワーク１２８への接
続を可能にしている。ブロードバンドルータは、例えば、インターネットサービスプロバ
イダ（ＩＳＰ）に接続することができる。ブロードバンドルータは、他のアプリケーショ
ン（例えば、ウェブサーフィン）に使用可能なシステム構成１００内の別のデータネット
ワークを形成するために使用することができる。データネットワーク１２８はまた、その
ようにプログラムされている場合にも使用することができる。一例では、第２ネットワー
クは、サンタバーバラのソノズ・インコーポレイテッドによって開発されたソノズネット
・プロトコルを実装してもよい。ソノズネットは、安全で、ＡＥＳ暗号化された、ピア・
ツー・ピアの無線メッシュネットワークを表す。あるいは、ある実施形態では、データネ
ットワーク１２８は、家庭内の他の用途に使用されるネットワーク、例えば従来の有線ネ
ットワーク又は無線ネットワークと同じネットワークである。
【００５３】
ｄ．ゾーン構成の例
　特定のゾーンは、１つ又は複数のゾーンプレーヤーを含むことができる。例えば、図１
のファミリールームでは、２つのゾーンプレーヤー１０６および１０８を含んでおり、一
方キッチンでは、１つのゾーンプレーヤー１０２を備えていることが示されている。別の
例では、ホームシアタールームは、５．１チャネル以上のオーディオソースからのオーデ
ィオ（例えば、５．１以上のオーディオチャネルにてエンコードされたムービー）を再生
する追加のゾーンプレーヤーを有する。ある実施形態では、１つは、ルーム内又はスペー
ス内にゾーンプレーヤーを配置し、コントローラ１３０を通じてゾーンプレーヤーを新し
いゾーンに割り当てるか、又は既存のゾーンに割り当てることができる。そのように、ゾ
ーンが形成されてもよく、別のゾーンと組み合わされてもよく、取り除かれてもよく、特
定の名前（例えば、「キッチン」）を与えてもよい。また、望むのならば、コントローラ
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１３０でそのようにするようにプログラムされてもよい。さらに、ある実施形態では、ゾ
ーン構成は、コントローラ１３０又はいくつかの他の機構を使用して構成された後におい
ても動的に変更してもよい。
【００５４】
　ある実施形態では、ゾーンが、２つ以上のゾーンプレーヤー、例えば、ファミリールー
ムにおいて２つのゾーンプレーヤー１０６および１０８を含む場合、２つのゾーンプレー
ヤー１０６および１０８は、同じオーディオソースを同期して再生するように構成するこ
とができる。また、２つのゾーンプレーヤー１０６および１０８は、例えば、左と右のチ
ャネルのように、２つの別のサウンドを再生するようにペアにすることもできる。言い換
えれば、サウンドのステレオ効果は、一方を左サウンド用、他方を右サウンド用として使
用する２つのゾーンプレーヤー１０６および１０８を通して、再現されてもよく、又は強
化されてもよい。ある実施形態では、ペアのゾーンプレーヤー（「結合したゾーンプレー
ヤー」とも呼ばれる）は、同じゾーン又は異なるゾーンにおける他のゾーンプレーヤーと
同期してオーディオを再生することもできる。
【００５５】
　ある実施形態では、２つ以上のゾーンプレーヤーを音響的に統合し、単一の統合された
ゾーンプレーヤーを形成することができる。統合されたゾーンプレーヤーは、追加のスピ
ーカドライバを通ってサウンドが流れるため、（複数の異なったデバイスから構成されて
いる）統合されたゾーンプレーヤーは、統合されていないゾーンプレーヤー又はペアにさ
れたゾーンプレーヤーと比べて、サウンドの処理や再現を異なるように構成することがで
きる。統合されたゾーンプレーヤーは、更に、単一のゾーンプレーヤー又は他の統合され
たゾーンプレーヤーとペアにすることができる。統合された再生デバイスのそれぞれの再
生デバイスは例えば、統合モードに構成することができる。
【００５６】
　ある実施形態によれば、ユーザは、ゾーンプレーヤーのグループ化、統合、ペアリング
等のいずれかを行い続け、所望の構成を完成させることができる。グループ化、統合、お
よびペアリングの操作は、好ましくは、例えば、コントローラ１３０を使用するなどの制
御インタフェースを通じて行われ、異なる構成を作成するようにスピーカワイヤーを、例
えば、個々の、離れたスピーカに物理的に接続および再接続することなく行われる。この
ように、本明細書に記載されたある実施形態は、より柔軟で動的なプラットフォームを提
供し、サウンド再生をエンドユーザに提供することができる。
【００５７】
ｅ．オーディオソースの例
　ある実施形態では、各ゾーンは、別のゾーンのオーディオソースと同じオーディオソー
スから再生できる。また、各ゾーンは、それぞれ異なるオーディオソースで再生すること
もできる。例えば、誰かがパティオ上でグリルしながら（ｇｒｉｌｌｉｎｇ）、ゾーンプ
レーヤー１２４を通じてジャズ音楽を聞くことができる。また、誰かがキッチンで食事の
準備をしながらゾーンプレーヤー１０２を通じてクラシック音楽を聞くこともできる。さ
らに、誰かがオフィスにいながら、パティオ上でゾーンプレーヤー１２４を通じて再生さ
れているジャズ音楽と同じ音楽を、ゾーンプレーヤー１１０を通じて聞くこともできる。
ある実施形態では、ゾーンプレーヤー１１０と１２４を通じて再生されるジャズ音楽が、
同期して再生される。複数のゾーン間で再生を同期することで、オーディオを途切れさせ
ることなく（又はほぼ途切れさせることなく）聞きながら、ユーザは、複数のゾーンを移
動することができる。さらに、ゾーンを「パーティーモード」とし、連結された全てのゾ
ーンが同期してオーディオを再生することもできる。
【００５８】
　ゾーンプレーヤー１０２－１２４によって再生されるオーディオコンテンツのソースは
、多数ある。ある実施形態では、ゾーンプレーヤー自体が有するオーディオにアクセスさ
れ、その音楽が再生されてもよい。ある実施形態では、コントローラ上のオーディオは、
データネットワーク１２８を介してアクセスされ、再生される。ある実施形態では、コン
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ピュータ又はネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）上に記憶された個人のライブラリか
ら音楽が、データネットワーク１２８を通じてアクセスされ、再生されてもよい。ある実
施形態では、インターネットラジオ局、番組、およびポッドキャストが、データネットワ
ーク１２８を通じてアクセスされ再生される。ユーザに音楽とオーディオコンテンツを流
す、および／又はダウンロードさせる音楽サービス又はクラウドサービスは、データネッ
トワーク１２８を通じてアクセスできる。さらに、音楽は、例えば、ターンテーブル又は
ＣＤプレーヤーなどの従来のソースから、ラインイン接続を通じてゾーンプレーヤーに接
続して、得られてもよい。オーディオコンテンツはまた、異なるプロトコル、例えば、ア
ップル社のエアプレイ（商標）ワイヤレス技術を使用して、アクセスすることができる。
１つ又は複数のソースから受信されたオーディオコンテンツは、データネットワーク１２
８および／又はコントローラ１３０を通じて、ゾーンプレーヤー１０２から１２４の間で
共有することができる。上述したオーディオコンテンツのソースは、本明細書において、
ネットワークベースのオーディオ情報ソースと呼ばれる。しかしながら、ネットワークベ
ースのオーディオ情報は、それらに限定されない。
【００５９】
　ある実施形態では、例示のホームシアターゾーンプレーヤー１１６、１１８、１２０は
、テレビ１３２などのオーディオ情報に接続されている。いくつかの例では、テレビ１３
２が、ホームシアターゾーンプレーヤー１１６、１１８、１２０のためのオーディオソー
スとして使用されており、一方、他の例においては、テレビ１３２からのオーディオ情報
がオーディオシステム１００内のゾーンプレーヤー１０２－１２４のいずれかと共有する
ことができる。
【００６０】
ＩＩＩ．ゾーンプレーヤー
　図４を参照すると、実施の形態に関連するゾーンプレーヤー４００の例示的なブロック
図が示されている。図４のゾーンプレーヤー４００は、ネットワークインタフェース４０
２、プロセッサ４０８、メモリ４１０、オーディオ処理コンポーネント４１２、１つ又は
複数のモジュール４１４、オーディオアンプ４１６、およびスピーカユニット４１８を含
む。スピーカユニット４１８は、オーディオアンプ４１６に接続されている。図２Ａは、
そのようなゾーンプレーヤーの例を図示している。他のタイプのゾーンプレーヤーは、（
例えば、図２Ｂに示される）スピーカユニット４１８又は（例えば、図２Ｃに示される）
オーディオアンプ４１６を含まなくてもよい。さらに、ゾーンプレーヤー４００は、別の
コンポーネントに統合できることが意図されている。例えば、ゾーンプレーヤー４００は
、屋内又は屋外で使用するテレビ、照明、又はいくつかの他のデバイスの一部として構成
することができる。
【００６１】
　ある実施形態では、ネットワークインタフェース４０２は、データネットワーク１２８
上のゾーンプレーヤー４００と他のデバイスとの間のデータフローを可能にする。ある実
施形態では、データネットワーク１２８上の別のゾーンプレーヤー又はデバイスからオー
ディオを取得することに加えて、ゾーンプレーヤー４００は、オーディオソースから、例
えば、ワイドエリアネットワーク上のオーディオソースから、又はローカルネットワーク
上のオーディオソースから直接オーディオにアクセスできる。更に、ある実施形態では、
ネットワークインタフェース４０２は、各パケットのアドレス部を扱い、各パケットが正
しい宛先に到達するように、ゾーンプレーヤー４００に向かうべきパケットを受信する。
したがって、ある実施形態では、パケットのそれぞれは、ＩＰベースのソースアドレスだ
けでなくＩＰベースの宛先アドレスも含む。
【００６２】
　ある実施形態では、ネットワークインタフェース４０２は、無線インタフェース４０４
と有線インタフェース４０６のどちらか一方又は両方を含むことができる。無線インタフ
ェース４０４は、無線周波数（ＲＦ）インタフェースとも呼ばれ、ゾーンプレーヤー４０
０にネットワークインタフェース機能を提供し、通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０
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２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｎ、又は８０２．１５、４
Ｇモバイル通信規格などを含む任意の無線規格）にしたがって他のデバイス（例えば、他
のゾーンプレーヤー、スピーカ、受信機、データネットワーク１２８に関連付けられたコ
ンポーネントなど）と無線で通信する。無線インタフェース４０４は、１つ又は複数のラ
ジオを含んでもよい。無線信号を受信し、無線信号を無線インタフェース４０４に提供し
、無線信号を送信するため、ゾーンプレーヤー４００は、１つ又は複数のアンテナ４２０
を含む。有線インタフェース４０６は、ネットワークインタフェース機能をゾーンプレー
ヤー４００に提供し、通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．３）にしたがって他の
デバイスと有線で通信する。ある実施形態では、ゾーンプレーヤーは、複数の無線インタ
フェース４０４を含む。ある実施形態では、ゾーンプレーヤーは、複数の有線インタフェ
ース４０６を含む。ある実施形態では、ゾーンプレーヤーは、インタフェース４０４と４
０６の両方を含む。ある実施形態では、ゾーンプレーヤー４００は、無線インタフェース
４０４のみを含むか、又は有線インタフェース４０６のみを含む。
【００６３】
　ある実施形態では、プロセッサ４０８は、クロック駆動の電子デバイスであり、コンピ
ュータのメモリ４１０に記憶された命令にしたがって、入力データを処理するように構成
されている。メモリ４１０は、１つ又は複数のソフトウェアモジュール４１４を搭載する
ことができるデータストレージであり、コンピュータのプロセッサ４０８によって実行さ
れることで特定のタスクを実行することができる。図示された実施形態では、メモリ４１
０は、有形のコンピュータで読み取り可能な記録媒体であって、プロセッサ４０８によっ
て実行可能な命令を記憶している。ある実施形態では、タスクとは、ゾーンプレーヤー４
００が別のゾーンプレーヤー又はネットワーク上のデバイスから（例えば、ユニフォーム
リソースロケータ（ＵＲＬ）又はいくつかの他の識別子を使用して）オーディオデータを
取得することであってもよい。ある実施形態では、タスクは、ゾーンプレーヤー４００が
別のゾーンプレーヤーにオーディオデータを送信することか、又はネットワーク上のデバ
イスにオーディオデータを送信することであってもよい。ある実施形態では、タスクは、
ゾーンプレーヤー４００のオーディオの再生を１つ又は複数の追加のゾーンプレーヤーと
同期させることであってもよい。ある実施形態では、タスクは、ゾーンプレーヤー４００
を１つ又は複数のゾーンプレーヤーとペアにし、マルチチャネルオーディオ環境を作成す
ることであってもよい。追加のタスク又は代替的なタスクは、１つ又は複数のソフトウェ
アモジュール４１４およびプロセッサ４０８を通じて実行することができる。
【００６４】
　オーディオ処理コンポーネント４１２は、１つ又は複数のデジタル－アナログ変換器（
ＤＡＣ）、オーディオ前処理コンポーネント、オーディオ強化コンポーネント又はデジタ
ル信号プロセッサなどを含むことができる。ある実施形態では、オーディオ処理コンポー
ネント４１２は、プロセッサ４０８の一部であってもよい。ある実施形態では、ネットワ
ークインタフェース４０２を通じて取り出されたオーディオを通じて取り出されたオーデ
ィオは、オーディオ処理コンポーネント４１２によって処理される、および／又は意図的
に変更される。さらに、オーディオ処理コンポーネント４１２は、アナログオーディオ信
号を生成することができる。処理されたアナログオーディオ信号は、オーディオアンプ４
１６に提供され、スピーカ４１８を通して再生される。また、オーディオ処理コンポーネ
ント４１２は、ゾーンプレーヤー４００から再生するための入力としてアナログ又はデジ
タル信号を処理し、ネットワーク上の別のゾーンプレーヤーに送信することができる。ま
た、オーディオ処理コンポーネント４１２は、ネットワーク上の別のデバイスに再生と送
信の両方を行うための回路を含むこともできる。入力の例としては、ラインイン接続（例
えば、オートディテクティング３．５ｍｍオーディオラインイン接続）を含む。
【００６５】
　オーディオアンプ４１６は、１つ又は複数のスピーカ４１８を駆動できるレベルまでオ
ーディオ信号を増幅するデバイスである。１つ又は複数のスピーカ４１８は、個々の変換
器（例えば、「ドライバ」）又は１つ又は複数のドライバを内包する筐体を含んだ完全な
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スピーカシステムを含むことができる。特定のドライバは、例えば、サブウーファー（低
周波用）、ミッドレンジドライバ（中周波用）、およびツイーター（高周波用）であって
もよい。筐体は、例えば、密封することもでき、又は移植することもできる。各トランス
デューサは、それ自体の個々の増幅器によって駆動されてもよい。
【００６６】
　現在、市販されている例として知られているゾーンプレーヤーとして、内蔵アンプとス
ピーカとを備えるＰＬＡＹ：５がある。ＰＬＡＹ：５は、例えば、インターネット又はロ
ーカルネットワークなどのソースから直接オーディオを取り出すことができる。特に、Ｐ
ＬＡＹ：５は、５アンプ、５ドライバ・スピーカシステムであり、それは２つのツイータ
ー、２つのミッドレンジドライバおよび１つのウーファーを含んでいる。ＰＬＡＹ：５を
通じてオーディオコンテンツを再生する場合、トラックの左側のオーディオデータは、左
側のツイーターと左側のミッドレンジドライバから送られる。トラックの右側のオーディ
オデータは、右側のツイーターと右側のミッドレンジドライバから送られる。また、モノ
ラル低音は、サブウーファーから送られる。さらに、両方のミッドレンジドライバと両方
のツイーターが同じイコライゼーション（又は実質的に同じイコライゼーション）を有し
てもよい。つまり、これらの両方が同じ周波数だが異なるオーディオチャネルから送信さ
れる。ＰＬＡＹ：５は、インターネットラジオ局又はオンライン音楽・ビデオサービスか
らのオーディオ、ダウンロードされた音楽、アナログオーディオ入力、テレビ、ＤＶＤな
どを再生することができる。
【００６７】
ＩＶ．コントローラ
　図５を参照すると、図１の制御デバイス１３０に対応可能なコントローラ５００の例示
的なブロック図が示されている。コントローラ５００は、システム内のマルチメディアア
プリケーションの制御、自動化およびその他のことを可能にするために使用することがで
きる。特に、コントローラ５００は、ネットワーク上にて利用可能な複数のオーディオソ
ースを選択することを可能にすると共に、無線又は有線のネットワークインタフェース５
０８を通じて１つ又は複数のゾーンプレーヤー（例えば、図１のゾーンプレーヤー１０２
－１２４）の制御を可能にするように構成することができる。一実施形態によれば、無線
通信は、標準規格に基づいている（例えば、赤外線、ラジオ、あるいは、ＩＥＥＥ８０２
．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｎ、８０２．１５および４Ｇ
モバイル通信規格を含む無線規格など）。さらに、特定のオーディオがコントローラ５０
０を通じてアクセスされている場合か、又は特定のオーディオがゾーンプレーヤーを経由
して再生されている場合、画像（例えば、アルバムアート）又は他のデータが、オーディ
オおよび／又はオーディオソースに関連付けられてコントローラ５００へ送信され、ある
ゾーンプレーヤー又は他の電子機器から表示すこともできる。
【００６８】
　コントローラ５００には、スクリーン５０２と入力インタフェース５１４が設けられて
いる。これにより、ユーザはコントローラ５００と対話し、例えば、多くのマルチメディ
アアイテムのプレイリストをナビゲートしたり、１つ又は複数のゾーンプレーヤーの動作
を制御することができる。コントローラ５００上のスクリーン５０２は、例えば、液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）スクリーンとすることができる。スクリーン５０２は、マイクロコ
ントローラ（例えば、プロセッサ）５０６によって制御されるスクリーンドライバ５０４
と通信すると共に、コマンドを受信する。メモリ５１０は、１つ又は複数のアプリケーシ
ョンモジュール５１２をロードすることができる。ある実施形態では、アプリケーション
モジュール５１２は、選択された複数のゾーンプレーヤーをゾーングループにグループ化
し、ゾーンプレーヤーを同期して、オーディオを再生することができるように構成されて
いる。ある実施形態では、アプリケーションモジュール５１２は、ゾーングループ内のゾ
ーンプレーヤーのオーディオサウンド（例えば、ボリューム）を制御するように構成され
ている。動作中において、マイクロコントローラ５０６がアプリケーションモジュール５
１２の１つ又は複数を実行するとき、スクリーンドライバ５０４は、スクリーン５０２を
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駆動するための制御信号を生成し、特定のユーザインタフェースにアプリケーションを表
示す。
【００６９】
　コントローラ５００は、有線又は無線でゾーンプレーヤーと通信できるネットワークイ
ンタフェース５０８を含む。ある実施形態では、ボリュームコントロールおよびオーディ
オ再生同期などのコマンドは、ネットワークインタフェース５０８を通じて送信される。
ある実施形態では、保存されたゾーングループ構成がネットワークインタフェース５０８
を通じてゾーンプレーヤーとコントローラとの間に転送される。コントローラ５００は、
１つ又は複数のゾーンプレーヤー、例えば、図１のゾーンプレーヤー１０２－１２４など
を制御することができる。特定のシステム用に複数のコントローラを利用することができ
る。各コントローラは別のコントローラと共通の情報を共有することができる。又は、ゾ
ーンプレーヤーが構成データ（例えば、状態変数など）を格納している場合、ゾーンプレ
ーヤーから共通の情報を取り出すことができる。さらに、コントローラは、ゾーンプレー
ヤーに統合することできる。
【００７０】
　他のネットワーク対応デバイス、例えば、ＩＰＨＯＮＥ（登録商標）、ＩＰＡＤ（登録
商標）若しくは他の任意のスマートフォン又はネットワーク対応デバイス（例えば、ＰＣ
又はＭＡＣ（登録商標）などのネットワーク化されたコンピュータなど）は、特定の環境
内のゾーンプレーヤーと対話するためのコントローラ、又は制御するためのコントローラ
としても使用できることに留意すべきである。ある実施形態では、ソフトウェアアプリケ
ーション又は更新は、ネットワーク対応デバイス上にダウンロードされ、本明細書で述べ
られている機能を実行できる。
【００７１】
　ある実施形態では、ユーザは、コントローラ５００から少なくとも２つのゾーンプレー
ヤーを含むゾーングループ（結合されたゾーンとも呼ばれる）を作成することができる。
ゾーングループ内のゾーンプレーヤーは、同期化された方法でオーディオを再生し、ゾー
ングループ内の全てのゾーンプレーヤーが同一のオーディオソースを再生する方法か、試
聴遅延がないか又は音が途切れない（試聴遅延がほぼないか又は音の途切れがほぼない）
ように同期する方法で、同一のオーディオソースのリストを再生することができる。同様
に、ある実施形態絵は、ユーザがコントローラ５００からグループのオーディオボリュー
ムを大きくするとき、グループのオーディオボリュームを大きくする信号又はデータが、
ゾーンプレーヤーの１つに送信され、グループ内の他のゾーンプレーヤーのボリュームを
一緒に大きくする。
【００７２】
　ユーザは、コントローラ５００を通じて、「Ｌｉｎｋ　Ｚｏｎｅｓ」（「ゾーンをリン
ク」）又は「Ａｄｄ　Ｚｏｎｅｓ」（「ゾーンを追加」）のソフトボタンをアクティブに
することによってゾーンプレーヤーをゾーングループにグループ化することができ、又ユ
ーザは、「Ｕｎｌｉｎｋ　Ｚｏｎｅｓ」（「ゾーンをリンク解除」）又は「Ｄｒｏｐ　Ｚ
ｏｎｅｓ」（「ゾーンをドロップ」）ボタンをアクティブにすることによってゾーングル
ープをグループ解除することができる。例えば、オーディオを再生するためにゾーンプレ
ーヤーを一緒に「参加させる」ための１つの機構は、複数のゾーンプレーヤーをリンクし
てグループを形成することである。
【００７３】
　ある実施形態では、ユーザは、例えば、単一のゾーンで始めて、その後手動でそれぞれ
のゾーンをそのゾーンにリンクすることによって、６つのゾーンプレーヤーのうち任意の
数のゾーンプレーヤーだけをリンクすることができる。
【００７４】
　ある実施形態では、ゾーンは、コマンドを使用して共に動的にリンクし、（最初にゾー
ンシーンを作成した後に）ゾーンシーン又はテーマを作成することができる。例えば、「
Ｍｏｒｎｉｎｇ」（「朝」）ゾーンシーンコマンドは、マスターベッドルーム、オフィス
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、およびキッチンゾーンを１つの動作で一緒にリンクすることができる。この単一のコマ
ンドがないと、ユーザは、各ゾーンを手動で個別にリンクする必要がある。単一のコマン
ドは、マウスクリック、ダブルマウスクリック、ボタンを押すこと、ジェスチャー、又は
いくつかの他のプログラム／学習された動作を含んでもよい。時間が経過すると、他の種
類のゾーンシーンをプログラム／学習することもできる。
【００７５】
　ある実施形態では、ゾーンシーンは、時間（例えば、アラームクロック機能）に基づい
てトリガーすることができる。例えば、ゾーンシーンは、午前８：００に適用されるよう
に構成することができる。システムは、適切なゾーンに自動的にリンクすることができ、
特定の音楽を再生するように構成することができる。任意の特定のゾーンが時間に基づい
て状態を「オン」又は「オフ」にトリガーすることができるが、例えば、ゾーンシーンは
、シーンとリンクされた任意のゾーンが、予め定義されたオーディオ（例えば、お気に入
りの曲、ア予め定義されたプレイリスト）を、特定の時間に、および／又は特定の期間で
再生可能なようにしている。何らかの理由により、スケジュールされた音楽の再生を失敗
した（例えば、プレイリストが空である、共有への接続がない、ユニバーサルプラグアン
ドプレイ（ＵＰｎＰ）の失敗、インターネットラジオ局へのインターネット接続がないな
どの）場合、バックアップブザーが鳴るようにプログラムすることができる。
【００７６】
Ｖ．再生キュー
　上述のように、ある実施形態では、ゾーンプレーヤーは当該ゾーンプレーヤーで再生す
るための１つ又は複数のメディアアイテムを特定する、あるいは特定しない再生キューに
割り当てられる。再生キューで識別されるメディアアイテムは、コントローラ上のインタ
フェースを介してユーザに表示される。当該表示において例えば、ゾーンプレーヤーがど
のように再生キューを使用しているかを、「再生中」アイテムを強調表示すこと、以前に
再生されたアイテムをグレー表示すること、再生すべきアイテムを強調表示すこと等によ
り、ユーザに示してもよい。
【００７７】
　ある実施形態では、単一のゾーンプレーヤーが再生キューに割り当てられる。例えば、
図１のバスルーム内のゾーンプレーヤー１１４は、「バスルーム」再生キューにリンクさ
れる、あるいは割り当てられる。ある実施形態では、「バスルーム」の再生キューは、ユ
ーザがゾーンプレーヤー１１４をバスルームに指定した結果により、システムによって確
立される。このため、「バスルーム」の再生キューに入力され特定されたコンテンツは、
ゾーンプレーヤー１１４（バスルームゾーン）を介して再生することができる。
【００７８】
　ある実施形態では、ゾーン又はゾーングループは、再生キューに割り当てられる。例え
ば、図１のファミリールーム内のゾーンプレーヤー１０６、１０８は、「ファミリールー
ム」の再生キューにリンクされる、あるいは割り当てられる。別の例では、ファミリール
ームのゾーンおよびダイニングルームのゾーンがグループ化された場合には、新たなグル
ープがファミリールーム＋ダイニングルームの再生キューにリンクされる、あるいは割り
当てられる。ある実施形態では、ファミリールーム＋ダイニングルームの再生キューは、
グループの作成に基づいて確立される。ある実施形態では、新たなグループが確立される
と、ファミリールーム＋ダイニングルームの再生キューは、ファミリールーム若しくはダ
イニングルームのいずれか又はその両方に関連する再生キューのうちの１つ（又は両方）
のコンテンツを自動的に含める。一例では、ユーザがファミリールームから開始してダイ
ニングルームを追加した場合、ファミリールームの再生キューのコンテンツは、ファミリ
ールーム＋ダイニングルームの再生キューのコンテンツとなる。別の例では、ユーザがフ
ァミリールームから開始してダイニングルームを追加した場合、ファミリールームの再生
キューは、ファミリールーム＋ダイニングルームの再生キューに再指定される。新たなグ
ループが「グループ解除」された場合には、ファミリールーム＋ダイニングルームの再生
キューは、システムから削除される、および／又は複数のゾーンのうちの１つに再指定さ
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れる（例えば、「ファミリールーム」又は「ダイニングルーム」に指定される）。グルー
プ解除した後、ファミリールームおよびダイニングルームのそれぞれは、別々の再生キュ
ーに割り当てられる。ゾーン又はゾーングループ内のゾーンプレーヤーのうちの１つ又は
複数が、関連する再生キューをメモリに記憶していてもよい。
【００７９】
　このため、ゾーン又はゾーングループがコントローラを介してユーザによって動的に「
グループ化」又は「グループ解除」される場合、ある実施形態では、各ゾーン又は各ゾー
ングループを再生キューに割り当てるため、システムはそれぞれの再生キューを確立又は
削除／再指定する。すなわち、再生キューは、割り当てられたゾーンによって再生される
メディアアイテムを入力可能な枠として機能する。ある実施形態では、再生キュー内で特
定されるメディアアイテムを操作することができる（例えば、再配置、追加、削除など）
。
【００８０】
　例示として、図６は、メディアコンテンツを再生するための例示的なネットワーク６０
０を示す。図示するように、例示的なネットワーク６００は、例示的なゾーンプレーヤー
６１２、６１４と、例示的なオーディオソース６６２、６６４と、例示的なメディアアイ
テム６２０とを備える。メディアアイテム６２０は、プレイリスト６２２と、音楽トラッ
ク６２４と、お気に入りインターネットラジオ局６２６と、プレイリスト６２８、６３０
と、アルバム６３２とを備える。一実施形態では、ゾーンプレーヤー６１２、６１４は、
図１、２、４に示す任意のゾーンプレーヤーである。ゾーンプレーヤー６１２、６１４は
例えば、ファミリールーム内のゾーンプレーヤー１０６、１０８である。
【００８１】
　一例では、オーディオソース６６２、６６４およびメディアアイテム６２０は、図８に
関連して後述するように、クラウドネットワーク上に部分的に記憶されてもいる。あるケ
ースでは、オーディオソース６６２、６６４およびメディアアイテム６２０の一部が、ゾ
ーンプレーヤー６１２、６１４のうちの１つ又はその両方にローカルに記憶されている。
一実施形態では、プレイリスト６２２、お気に入りインターネットラジオ局６２６および
プレイリスト６３０はローカルに記憶されており、音楽トラック６２４、プレイリスト６
２８およびアルバム６３２はクラウドネットワーク上に記憶されている。
【００８２】
　メディアアイテム６２０のそれぞれは、ゾーンプレーヤーによって再生可能なメディア
アイテムのリストであってもよい。一実施形態では、メディアアイテムは、他の場所（オ
ーディオソース６６２、６６４等）に記憶されたメディアアイテムに関する基礎データへ
のリンク又はポインタ（すなわち、ＵＲＩ）の集合体であってもよい。別の実施形態では
、メディアアイテムは、ローカルゾーンプレーヤー上、ローカルネットワークの別のゾー
ンプレーヤー上、あるいはローカルネットワークに接続されたコントローラデバイス上に
記憶されたメディアコンテンツへのポインタを含む。
【００８３】
　図示するように、ネットワーク６００は、ゾーンプレーヤー６１２に関連付けられたキ
ュー６０２と、ゾーンプレーヤー６１４に関連付けられたキュー６０４とを備える。キュ
ー６０６が存在する場合には、ゾーンプレーヤー６１２、６１４を含むグループに関連付
けられてもよい。キュー６０６は新たなキューを含む、あるいは、キュー６０２又はキュ
ー６０４の再指定バージョンとして存在してもよい。ある実施形態では、グループ内にお
いて、ゾーンプレーヤー６１２、６１４はキュー６０２に割り当てられる一方で、キュー
６０２、６０４はその時に利用できない場合がある。ある実施形態では、グループが存在
しないときには、キュー６０６は使用できない。それぞれのゾーンプレーヤー、ゾーンプ
レーヤーのネットワークにおけるゾーンプレーヤーのそれぞれの組合せ（図１に示される
組合せあるいはゾーンプレーヤー６１２、６１４の組合せなど）および組合せ６１６は、
対応する再生キューに一意的に割当てられてもよい。
【００８４】
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　再生キュー６０２―６０６などの再生キューは、対応するゾーンプレーヤー又はその組
み合わせによって再生されるメディアコンテンツの識別情報を含んでもよい。このため、
再生キューに追加されるメディアアイテムは、対応するゾーンプレーヤー又はゾーンプレ
ーヤーの組み合わせによって再生が予定されるものである。ゾーンプレーヤーは、再生キ
ュー内のアイテムを特定の順序（例えば、アイテムが追加された順）、ランダムな順序又
は他の順序にしたがって再生するように構成される。
【００８５】
　再生キューは、キューに追加されたプレイリストおよびその他のメディアアイテムの組
み合わせを含んでもよい。一実施形態では、ゾーンプレーヤー６１２によって再生される
再生キュー６０２内のアイテムは、オーディオソース６６２、６６４からのアイテム、又
はメディアアイテム６２２―６３２のいずれかを含む。再生キュー６０２はまた、ゾーン
プレーヤー６１２上にローカルに記憶されているアイテム又はゾーンプレーヤー６１４か
らアクセス可能なアイテムを含んでもよい。再生キュー６０２は例えば、インターネット
ラジオ６２６、アルバム６３２、オーディオソース６６２からのアイテムおよびゾーンプ
レーヤー６１２上に記憶されたアイテムを含む。
【００８６】
　メディアアイテムがコントローラのインタフェースを介してキューに追加されると、当
該アイテムへのリンクがキューに追加されてもよい。キューにプレイリストを追加する場
合、プレイリスト内のメディアアイテムへのリンクをキューに提供してもよい。再生キュ
ー６０２は例えば、インターネットラジオ６２６およびアルバム６３２からのポインタ、
オーディオソース６６２上のアイテムへのポインタ、およびゾーンプレーヤー６１２上の
アイテムへのポインタを含む。別のケースでは例えば、プレイリスト内のメディアアイテ
ムへのリンクではなく、プレイリストへのリンクがキューに提供され、ゾーンプレーヤー
又はその組み合わせは、当該プレイリストを介してメディアアイテムにアクセスすること
によってプレイリスト内のメディアアイテムを再生する。アルバム６３２は例えば、オー
ディオソース６６２上に記憶されたアイテムへのポインタを含む。オーディオソース６６
２上のアイテムへのリンクを追加するのではなく、アルバム６３２へのリンクを再生キュ
ー６０２に追加することで、ゾーンプレーヤー６１２がアルバム６３２内のポインタを介
してアイテムにアクセスして、オーディオソース６６２のアイテムを再生するようにして
もよい。
【００８７】
　あるケースにおいては、ある時点で再生キューに存在するコンテンツは、プレイリスト
として保存され、同じキューに後で又は別のキューに追加される。例えば、特定の時点に
おける再生キュー６０２内のコンテンツはプレイリストとして保存される、ゾーンプレー
ヤー６１２上にローカルに記憶される、および／又はクラウドネットワーク上に記憶され
る。保存されたプレイリストは、ゾーンプレーヤー６１４によって再生するためのキュー
６０４に追加される。
【００８８】
ＶＩ．例示的なアドホックネットワーク
　再生ネットワークへの接続を容易にする特定の実施形態を説明するために、図７に関連
していくつかの例が提供される。図７は、アドホックネットワーク７１０とも称されるネ
ットワークブランチを形成する３つのゾーンプレーヤー７０２、７０４、７０６とコント
ローラ７０８が存在することを示している。ネットワーク７１０は、有線技術、無線技術
又はこれらの組み合わせであってもよい。一般に、アドホック（又は「自発的」）ネット
ワークは、全てのトラフィックに関するアクセスポイントが通常は存在しないローカルエ
リアネットワーク又はその他の小ネットワークである。確立されたアドホックネットワー
ク７１０において、デバイス７０２、７０４、７０６、７０８は全て、例えば「ピアツー
ピア」の通信方式により互いに通信可能である。また、ネットワーク７１０においてデバ
イスが追加／削除されてもよく、ネットワーク７１０は、ユーザによる再設定がなくとも
自動的にネットワーク７１０自体を再設定してもよい。図７ではアドホックネットワーク
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を示したが、アドホックネットワークとは完全に異なる又は部分的に異なる種類のネット
ワークに基づく再生ネットワークであってもよい。
【００８９】
　アドホックネットワーク７１０を使用することで、デバイス７０２、７０４、７０６、
７０８は、１つ又は複数のオーディオソースを共有又は交換するとともに、同一の又は異
なるオーディオソースを再生するように動的にグループ化（又はグループ解除）が可能で
ある。例えば、デバイス７０２、７０４が１曲の音楽を再生するようにグループ化される
と同時に、デバイス７０６は別の音楽を再生する。言い換えれば、デバイス７０２、７０
４、７０６、７０８は、図７に示すように、オーディオを配信および／又は音声を再生す
るＨＯＵＳＥＨＯＬＤ（ハウスホールド）を形成する。本明細書で使用されるＨＯＵＳＥ
ＨＯＬＤ（ユーザの居住地と明確に区別するために大文字で表される）という用語は、ア
プリケーション又はサービスを提供するように協働するネットワークデバイスの集合体を
表すものとして使用される。ＨＯＵＳＥＨＯＬＤの一例は、ハウスホールド７１０（又は
ハウスホールド識別子）により特定されるが、それとは異なる領域や場所によってＨＯＵ
ＳＥＨＯＬＤが特定されてもよい。
【００９０】
　ある実施形態では、ハウスホールド識別子（ＨＨＩＤ）は、固有であることを保証する
ためにコンピュータで生成された短い文字列や識別子である。よって、ネットワーク７１
０は、固有のＨＨＩＤと、チャネル（例えば、各周波数バンド）、サービスセット識別子
（ＳＳＩＤ）（無線ネットワークの名称である一連の英数字）およびＷＥＰキー（有線同
等プライバシー又はその他のセキュリティキー）などの構成変数やパラメータの固有セッ
トと、によって特徴付けることができる。ある実施形態では、ＳＳＩＤは、ＨＨＩＤと同
じになるように設定される。
【００９１】
　ある実施形態では、各ＨＯＵＳＥＨＯＬＤには、コントロールポイント（ＣＰ）とゾー
ンプレーヤー（ＺＰ）の２種類のネットワークノードがある。コントロールポイントは、
必要なネットワークパラメータ（例えば、セキュリティキー）の自動生成を行い、ネット
ワーク全体のセットアッププロセスおよびそのシーケンシングを制御する。ある実施形態
では、ＣＰは、ハウスホールド設定用のユーザインタフェースをユーザに提供する。ＣＰ
機能は例えば、ＣＰアプリケーションモジュールを実行しているコンピュータによって、
又は、ＣＰアプリケーションモジュールを実行しているハンドヘルドコントローラ（例え
ば、コントローラ３０８）によって提供することができる。ゾーンプレーヤーは、自動設
定プロセスに参加するために配置されているネットワーク上のその他のデバイスである。
本明細書で使用する表記としてのＺＰは例えば、コントローラ３０８又はコンピューティ
ングデバイスを含む。ある実施形態では、ＣＰとＺＰの両方における機能又はその一部が
、単一のノードで組み合わされる（例えば、ＺＰがＣＰを含む、あるいはＣＰがＺＰを含
む）。
【００９２】
　ある実施形態では、ＨＯＵＳＥＨＯＬＤの設定は、複数のＣＰおよびＺＰを含み、これ
らのＣＰおよびＺＰは、通信用の標準ネットワークプロトコル（例えば、有線又は無線の
イーサネットにおけるＩＰ）が使用可能となる既知の設定を集合および確立するものであ
る。ある実施形態では、イーサネット８０２．３およびワイヤレス８０２．１１ｇの２種
類のネットワーク／プロトコルが採用される。ＣＰとＺＰ間の相互接続には、ネットワー
ク／プロトコルのいずれも使用することができる。ＨＯＵＳＥＨＯＬＤのメンバーである
システム内のデバイスは、両方のネットワークに同時に接続することができる。
【００９３】
　両方のネットワークが使用中である環境においては、システム内における少なくとも１
つのデバイスがブリッジデバイスとしてその両方に接続されることが想定され、これによ
り、有線／無線のネットワーク間における他人とのブリッジングサービスを提供する。図
７のゾーンプレーヤー７０６は例えば、両方のネットワークに接続されるように示されて
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いる。ネットワーク７１２への接続はイーサネットおよび／又は無線に基づく一方で、所
望の場合には、他のデバイス７０２、７０４、７０８への接続は無線およびイーサネット
に基づいている。
【００９４】
　しかしながら、ある実施形態では、各ゾーンプレーヤー７０６、７０４、７０２は、ブ
リッジデバイスを介してクラウド（例えば、インターネット）からメディアを取得すると
きに、インターネットにアクセスすることができる。ゾーンプレーヤー７０２は例えば、
クラウド内の特定のオーディオトラックへのアドレスを指定するユニフォームリソースロ
ケータ（ＵＲＬ）を含む。ＵＲＬを使用することで、ゾーンプレーヤー７０２はクラウド
からオーディオトラックを取得し、最終的には１つ又は複数のゾーンプレーヤーから音声
を再生する。
【００９５】
ＶＩＩ．システム構成の例
　図８は、クラウドベースのネットワークおよび少なくとも１つのローカル再生ネットワ
ークを含んだ複数の相互接続ネットワークを備えるシステム８００を示す。ローカル再生
ネットワークは、複数の再生デバイス又は再生プレーヤーを含むが、再生デバイスを１つ
のみ含むものであってもよい。ある実施形態では、それぞれのプレーヤーが再生用コンテ
ンツを検索する能力を有する。制御およびコンテンツの検索は例えば、分散又は集中して
行ってもよい。入力には、ローカルでの配信および再生のためにクラウドに対して行う、
ストリーミングコンテンツプロバイダによる入力、サードパーティアプリケーションによ
る入力、モバイルデバイスによる入力、ユーザによる入力、および／又はその他の再生ネ
ットワークによる入力が含まれてもよい。
【００９６】
　図８の例示的なシステム８００によって示されるように、複数のコンテンツプロバイダ
８２０―８５０を、クラウドおよび／又はその他のネットワーク８１０を通じて、１つ又
は複数のローカル再生ネットワーク８６０―８７０に接続することができる。クラウド８
１０、マルチメディアオーディオシステムサーバ８２０（例えば、ソノズ（商標））、モ
バイルデバイス８３０、サードパーティアプリケーション８４０およびコンテンツプロバ
イダ８５０などを使用して、ローカル再生ネットワーク８６０、８７０にマルチメディア
コンテンツを提供することができる。オーディオコンテンツを再生するために、ローカル
再生ネットワーク８６０、８７０、コントローラ８６２、８７２および再生デバイス８６
４、８７４のそれぞれを使用することができる。
【００９７】
ＶＩＩＩ．モバイルデバイスのプレイリストを介した再生キュー制御の例
　上述したように、本明細書に記載の実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメデ
ィアシステム内のゾーンとの間の接続状態を含む。前述のように、モバイルデバイスは、
メディアアイテムを再生するために使用可能であってネットワークメディアシステムおよ
びネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンと通信するように構成された
任意のネットワーク対応デバイスであってもよい。また前述したように、ネットワークメ
ディアシステム内の１つ又は複数のゾーンのそれぞれは、少なくとも１つの再生デバイス
を含んでもよく、再生キューに関連付けられてもよい。
【００９８】
　図９は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実施形態による、モバイルデバイスと
ネットワークメディアシステム内のゾーンとの間の接続状態を確立するための例示的なフ
ロー図を示す。図９に示す方法９００は、ある方法の実施形態を表すものであり、当該方
法は、環境１００、６００、７００、８００において実行可能である。環境１００、６０
０、７００、８００は、例えば図２－図５に示すような１つ又は複数のデバイスと通信す
るシステム２００、２０２、２０４、３００、４００、５００を有する。方法９００は、
ブロック９０２―９１２のうちの１つ又は複数によって示される１つ又は複数の操作、機
能又はアクションを含む。ブロックは順番に示されているが、これらのブロックは並行し
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て、および／又は本明細書に記載した順序とは異なる順序で実行されてもよい。各ブロッ
クは所望の形態に基づいて、より少ない数のブロックに統合しても、更なるブロックに分
割しても、および／又は除去してもよい。
【００９９】
　さらに、方法９００並びに本明細書に開示されるその他のプロセスおよび方法に関して
、フローチャートは、本実施形態の実現可能な１つの形態にかかる機能および動作を示し
ている。この点に関して、各ブロックは、モジュールやセグメントを表してもよく、ある
いは、プロセスにおける特定の論理機能又はステップを実施するようにプロセッサによっ
て実行可能な１つ又は複数の命令を含むプログラムコードの一部を表すことができる。プ
ログラムコードは、ディスクやハードドライブなどのストレージデバイスを含む任意の種
類のコンピュータ読み取り可能媒体に記憶されてもよい。コンピュータ読み取り可能媒体
は例えば、レジスタメモリ、プロセッサキャッシュおよびランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）のようなデータを短期間記憶するコンピュータ読み取り可能な媒体などの非一時的コ
ンピュータ読み取り可能媒体を含んでもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は例えば、
読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、光ディスク若しくは磁気ディスク又はコンパクトディス
ク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）などの二次的又は永続的長期ストレージのような
、非一時的媒体を含んでもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、その他の任意の揮発
性又は不揮発性のストレージシステムであってもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は
例えば、有形ストレージデバイスのようなコンピュータ読み取り可能記憶媒体と見なすこ
とができる。さらに、方法９００並びに本明細書に開示される他のプロセスおよび方法に
関して、図９の各ブロックは、プロセスにおける特定の論理機能を実行するように配線さ
れた回路を表してもよい。
【０１００】
　方法９００は、モバイルデバイスを介した再生のために利用可能な１つ又は複数のメデ
ィアアイテムを特定するプレイリストをモバイルデバイス上で表示するステップを含む（
ブロック９０２）。一例では、プレイリストは、モバイルデバイスによってアクセス可能
かつ再生可能なメディアコンテンツへのリンクのリストであってもよい。このため、プレ
イリストは、当該プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに関する１つ又は複
数のユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）を含んでもよい。一例では、モバイルデバイ
スは、上述したコントローラ３００と同様の制御デバイスとして利用可能なスマートフォ
ンであってもよい。この場合、プレイリストは、タッチスクリーン３０４など、コントロ
ーラ３００のインタフェース上に表示することができる。タッチスクリーン３０４は、ユ
ーザがモバイルデバイスへ入力するために使用することができる。
【０１０１】
　前述のように、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報は、
インターネットを介してアクセス可能なリモートサーバ上、ネットワークメディアシステ
ムと通信する第２のモバイルデバイス上、あるいは、ネットワークメディアシステムのゾ
ーンにおける再生デバイス上に記憶することができる。その他の記憶オプションも可能で
ある。
【０１０２】
　図１０Ａ―１０Ｃは、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの
間の接続状態を確立するための一連のユーザインタフェース１０００の例を示す。図１０
Ａに示すインタフェース１０００は、上述したモバイルデバイス上の表示に供されるプレ
イリスト１００２の例を含む。図示するように、プレイリスト１００２は、トラック１、
トラック２、トラック３、トラック４を含む。一例では、ユーザはモバイルデバイスを使
用してトラック１を選択する。インタフェースがタッチスクリーンである場合、トラック
１のグラフィック表示をタッチ入力することにより、ユーザはトラック１を選択すること
ができる。トラック１の選択を受信すると、モバイルデバイスはトラック１の再生を開始
する。
【０１０３】
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　トラック１の再生中に、モバイルデバイスのインタフェース１０００は、図１０Ｂに示
すように「再生中」の情報および再生制御オプションを提供する。「再生中」の情報には
、トラック１を含むアルバムに関するアルバムアートなど、トラック１に関するグラフィ
ック表示１００６と、トラック１のトラックタイトル、トラックアーティストおよび／又
はトラックアルバムなど、トラック１に関するデータ情報１００４とが含まれる。再生制
御オプションには、トラック１の再生を一時停止するためのグラフィックアイコン、プレ
イリストの次のトラックに進むためのグラフィックアイコン、あるいは、プレイリストの
前のトラックに戻るためのグラフィックアイコンが含まれる。再生制御オプションは、ユ
ーザがトラック１又はプレイリストに対して行うことができる追加のオプションおよび／
又はアクションを含むメニューを表示するためのグラフィックアイコンを含んでもよい。
【０１０４】
　インタフェース１０００はさらに、プレイリストをネットワークメディアシステム内の
ゾーンに拡張するオプションを示すための接続再生アイコン１０１０を含む。図９および
方法９００に戻ると、ブロック９０４は、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイ
テムに対して行われるアクションをネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾ
ーンに拡張するための第１の入力をモバイルデバイスで受信するステップを含む。したが
って、第１の入力は、接続再生アイコン１０１０の選択を含む。一例では、ネットワーク
メディアシステム内の少なくとも１つのゾーンが拡張のために利用可能である場合、接続
再生アイコン１０１０を表示するだけでも、あるいは選択可能であるだけでもよい。
【０１０５】
　接続再生アイコン１０１０の選択を含み得る第１の入力を受信すると、ブロック９０６
は、図１０Ｃに示すように、モバイルデバイスのインタフェース１０００上に１つ又は複
数のゾーン表示を表示するステップを含む。ゾーン表示は、「ガレージ＋庭」ゾーン、「
マスターベッドルーム」ゾーンおよび「オフィス」ゾーンなどの、ネットワークメディア
システム内の１つ又は複数のゾーンから１つ又は複数のゾーンを特定する。さらに、図１
０Ｃのインタフェース１０００は、モバイルデバイス（この場合「アイフォン」）のグラ
フィック表示を表示することもできる。
【０１０６】
　図１０Ｃに示すように、モバイルデバイスのグラフィック表示に重なっているアイコン
１０１２は、モバイルデバイスのプレイリストが現在アクティブであることを示すように
インタフェース上に表示される。一例では、アイコン１０１２は、モバイルデバイスのプ
レイリスト内のメディアアイテムが現在再生されていることを示す。図１０Ｃには、ゾー
ン表示の上に重なっているグラフィックアイコン１０１４が示されている。一例では、グ
ラフィックアイコン１０１４は、１つ又は複数のゾーンが現在アクティブなプレイリスト
の拡張のために利用可能であること、および、１つのグラフィックアイコン１０１４の選
択により現在アクティブなプレイリストを対応する再生ゾーンへ拡張することが開始され
ることを示す。別の例では、ゾーン表示は、現在アクティブなプレイリストを対応する再
生ゾーンに拡張することを開始するように選択可能である一方で、グラフィックアイコン
１０１４は上述したように、ゾーングループを構成するためのインタフェースにアクセス
するために選択可能である。ある例では、インタフェース１０００は、第１の入力の受信
に応じて、プレイリストを拡張するためのオプションをユーザに通知するグラフィック表
示を表示する。例えば、インタフェース上のゾーン表示の選択により、当該ゾーン表示に
関連付けられているゾーンへの拡張アクションをモバイルデバイスが実行することを明確
に示すテキストメッセージが表示されてもよい。
【０１０７】
　方法９００に戻ると、ブロック９０８は、ゾーンの選択を示す第２の入力をモバイルデ
バイスで受信するステップを含む。一例では、モバイルデバイスのインタフェースを介し
て、「マスターベッドルーム」のゾーン表示を選択することができる。この場合、「マス
ターベッドルーム」ゾーンは、モバイルデバイスのプレイリストの拡張のために選択され
てもよい。言い換えれば、「マスターベッドルーム」ゾーンは、モバイルデバイスと接続
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状態になるように選択されてもよい。
【０１０８】
　前述したように、モバイルデバイスとゾーンの間に接続状態が確立されると、モバイル
デバイスのプレイリスト中のメディアアイテムに対して行われるアクションが、ゾーンに
関連付けられた再生キューに対応するメディアアイテムにも実行される。したがって、方
法９００は、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つ
に対応する少なくとも１つのメディアアイテムを、ゾーンに関連する再生キューに取り込
むステップを含む（ブロック９１０）。このため、「マスターベッドルーム」のゾーンが
モバイルデバイスとの接続状態を選択されていることに応じて、「マスターベッドルーム
」のゾーンに関連する再生キューに、モバイルデバイスのプレイリスト中のメディアアイ
テムに対応する少なくとも１つのメディアアイテムを取り込んでもよい。一例では、プレ
イリスト中のそれぞれのメディアアイテムに関して、対応するメディアアイテムが再生キ
ューに追加される。別のケースでは、プレイリスト中のメディアアイテムのサブセットの
みに関して、対応するメディアアイテムが再生キューに追加される。この場合、残りのメ
ディアアイテムに関しては、対応する残りのメディアアイテムが再生キューに後で追加さ
れる。ある例では、既に再生キュー内にあるメディアアイテムは、プレイリスト中のメデ
ィアアイテムによって置き換えられてもよい。言い換えれば、既に再生キューにあるメデ
ィアアイテムは、対応するメディアアイテムが再生キューに追加される前に削除すること
ができる。
【０１０９】
　上述したように、プレイリストは、当該プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイ
テムに関する１つ又は複数のユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）を含むことができる
。この場合、ゾーンに関連付けられた再生キューに、プレイリスト中の１つ又は複数のメ
ディアアイテムのうちの少なくとも１つを取り込むステップには、１つ又は複数のＵＲＩ
をゾーンが受信および記憶するステップが含まれる。一例では、モバイルデバイスは、１
つ又は複数のＵＲＩをゾーン内の再生デバイスのうちの１つ又は複数に直接送信する。別
のケースでは、モバイルデバイスは、ゾーン内の１つ又は複数の再生デバイスへネットワ
ークメディアシステム内の他のデバイスを介して１つ又は複数のＵＲＩを送信する。
【０１１０】
　ゾーン（今回の場合は「マスターベッドルーム」のゾーン）に関連付けられた再生キュ
ーに少なくとも１つの対応するメディアアイテムを取り込む際には、方法９００は、モバ
イルデバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対してアクション
が実行されると、再生キュー内の対応する少なくとも１つのメディアアイテムに対しても
対応するアクションがゾーンによって実行されるように、ネットワークメディアシステム
を構成するステップを含んでもよい（ブロック９１２）。これにより、モバイルデバイス
とゾーンの間に接続状態が確立される。
【０１１１】
　図１０Ａ―１０Ｃに関連して説明したように、プレイリスト中のメディアコンテンツ（
トラック１）をモバイルデバイスが既に再生している後に、ゾーンとモバイルデバイスの
間に接続状態を確立することができる。一例では、モバイルデバイスとゾーンの間の接続
状態には、モバイルデバイスによる再生を停止又はミュートにする一方でゾーンによるト
ラック１の再生を開始するように、モバイルデバイスによるトラック１の再生をゾーンに
転送又は移動するステップが含まれる。一例では、モバイルデバイスによるトラック１の
再生を停止又はミュートにした時点で、ゾーンによるトラック１の再生が実質的にシーム
レスに開始される。
【０１１２】
　別のケースでは、モバイルデバイスとゾーンの間の接続状態には、接続状態が確立され
てから、ゾーンがトラック１を最初から再生する代わりにモバイルデバイスと同期してト
ラック１を再生するステップが含まれる。同様に、接続状態が確立されたときにモバイル
デバイスによってトラック２が再生されている場合、ゾーンは、最初からトラック１を再
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生するのではなく、モバイルデバイスと同期してトラック２を再生するように構成されて
もよい。メディアコンテンツの再生がモバイルデバイスとゾーンによって同期されている
場合と、メディアコンテンツの再生がモバイルデバイスからゾーンに移行されている場合
のいずれの場合も、メディアコンテンツの再生の進捗をモバイルデバイスのインタフェー
ス上で追跡および提供することができる。以下で説明する実施形態では、モバイルデバイ
スとゾーンの間の接続状態には、モバイルデバイスとゾーンが同期してメディアコンテン
ツを再生するステップ、あるいは、メディアコンテンツを再生することなく、ゾーンによ
って再生されているメディアコンテンツの情報をモバイルデバイスが表示するステップが
含まれる。
【０１１３】
　一例では、ゾーンによるトラック１の再生は、接続状態が最初に確立されてからモバイ
ルデバイスによりストリーミングされる。これにより、モバイルデバイスのプレイリスト
をよりシームレスにゾーンに拡張することができる。上述したように、最初にプレイリス
ト中のメディアアイテムのサブセットのみに関して対応するメディアアイテムを再生キュ
ーに追加し、残りのメディアアイテムに関しては後で、対応する残りのメディアアイテム
を再生キューに追加することができる。対応する残りのメディアアイテムは例えば、プレ
イリスト中のメディアアイテムに後でアクションが実行されるまで追加されない。一例で
は、トラック１およびトラック２のＵＲＩを直ちに提供し、トラック３およびトラック４
のＵＲＩを後で提供してもよい。
【０１１４】
　別のケースでは、対応するアクションをゾーンが実行するためのアクションがプレイリ
スト中のメディアアイテムに実行されるまで、ＵＲＩはゾーンに提供されない。例えば、
モバイルデバイスとゾーンの間の接続状態が確立された後、プレイリスト中のメディアア
イテムに対してアクションが実行されるまで、ゾーンはモバイルデバイスからメディアコ
ンテンツをストリーミングすることにより、メディアアイテムを再生することができる（
場合によってはモバイルデバイスと同期して再生する）。一例では、プレイリスト中の全
てのメディアアイテムに関して、対応するメディアアイテムがゾーンの再生キューに追加
される。別の例では、プレイリスト中のメディアアイテムのうち、実行されたアクション
に関連するものに関してのみ、対応するメディアアイテムが再生キューに追加される。
【０１１５】
　プレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対して実行されるアクションに
は、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムを再生するステップ、プレイリス
ト内の１つ又は複数のメディアアイテムを一時停止するステップ、プレイリスト内の１つ
又は複数のメディアアイテムをミュートにするステップ、プレイリスト内の１つ又は複数
のメディアアイテムのうちの１つを削除するステップ、プレイリスト内の１つ又は複数の
メディアアイテムにメディアアイテムを追加するステップ、プレイリスト内の１つ又は複
数のメディアアイテムからメディアアイテムを削除するステップ、および、プレイリスト
内の１つ又は複数のメディアアイテムにおける次のメディアアイテムを再生するステップ
が含まれる。
【０１１６】
　図１０Ｄは、ゾーン（今回は「マスターベッドルーム」のゾーン）に関連する再生キュ
ー１０１８に隣接して表示されたモバイルデバイスのプレイリスト１０１６の例を示して
いる。図示されるように、プレイリスト１０１６および再生キュー１０１８は対応するメ
ディアアイテムを含んでおり、両方ともトラック１を現在再生していることを示している
。上述したように、ゾーンはトラック１を再生する一方で、モバイルデバイスはプレイリ
ストに反映されるように再生状態を表示してもよく、あるいは、モバイルデバイスとゾー
ンの両方がトラック１を同期して再生してもよい。
【０１１７】
　一例では、プレイリスト１０１６と再生キュー１０１８の並列比較がモバイルデバイス
のインタフェースに提供されることにより、互いに接続状態にあるモバイルデバイスとゾ
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ーンによって再生されているメディアコンテンツに関するユーザ情報が提供されてもよい
。別のケースでは、インタフェースは図１０Ａに示すものと同様のプレイリスト１０１６
のみを提供してもよく、再生キュー１０１８を明示的に提供しなくともよい。この場合、
次のセクションで説明するような接続状態アイコンが提供されることで、モバイルデバイ
スとゾーンの接続状態において、ゾーンに関連する再生キュー１０１８に、プレイリスト
１０１６で特定されるメディアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれる状態
であることが示される。図１０Ｄにさらに示すように、再生キュー１０１８は、プライベ
ートキューとして特定されてもよい。本明細書におけるプライベートキューは、再生キュ
ーへのアクセス権を有するユーザのみがアクセス可能なコンテンツを含む再生キューであ
ってもよい。プライベートキューに関するさらなる議論は以下のセクションに記載されて
いる。
【０１１８】
　その他の例示的な方法、交信およびインタフェースも可能である。
【０１１９】
ＶＩＩＩ．接続状態インジケータの例
　上述したように、モバイルデバイスのインタフェースは、接続状態インジケータを表示
するように構成されてもよい。図１１は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実施形
態による、接続状態インジケータを提供するための例示的なフロー図を示す。図１１に示
す方法１１００は、ある方法の実施形態を表すものであり、当該方法は、環境１００、６
００、７００、８００において実行可能である。環境１００、６００、７００、８００は
、例えば図２－図５に示すような１つ又は複数のデバイスと通信するシステム２００、２
０２、２０４、３００、４００、５００を有する。方法１１００は、ブロック１１０２―
１１０４のうちの１つ又は複数によって示される１つ又は複数の操作、機能又はアクショ
ンを含む。ブロックは順番に示されているが、これらのブロックは並行して、および／又
は本明細書に記載した順序とは異なる順序で実行されてもよい。各ブロックは所望の形態
に基づいて、より少ない数のブロックに統合しても、更なるブロックに分割しても、およ
び／又は除去してもよい。
【０１２０】
　方法１１００は、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又は複数
の再生デバイスのゾーンと接続状態にあることを決定するステップを含む（ブロック１１
０２）。前述したように、モバイルデバイスとゾーンの間の接続状態において、モバイル
デバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してアクションが行わ
れると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテ
ムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようにしてもよい。前述し
たように、再生キューに取り込まれる１つ又は複数の対応するメディアアイテムは、モバ
イルデバイスのプレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報の形態
であってもよい。
【０１２１】
　一例では、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にあることを決定するステップには、
モバイルデバイスとゾーンの間で接続状態が確立されていることを確認するデータを受信
するステップが含まれる。別の例では、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にあること
を決定するステップには、ゾーン内の１つ又は複数の再生デバイスから、ゾーンがモバイ
ルデバイスと接続状態にあることを示す状態変数を受信するステップが含まれる。このた
め、状態変数によって、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアア
イテムに対してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する１つ又は複数のメデ
ィアアイテムに対して対応するアクションがゾーンによって実行されることが示されても
よい。
【０１２２】
　方法１１０は、モバイルデバイスのユーザインタフェース上において、モバイルデバイ
スがネットワークメディアシステムのゾーンと接続状態にあることを示す第１のステータ
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ス表示を表示するステップを含む（ブロック１１０４）。前に示唆したように、モバイル
デバイスのユーザインタフェースは、コントローラ３００のタッチスクリーン３０４のよ
うなタッチスクリーン上に提供されてもよい。
【０１２３】
　図１２は、第１のステータス表示としての接続状態インジケータ１０２０の例を提供す
る例示的なユーザインタフェース１０００を示す。図示するように、接続状態インジケー
タ１０２０は、図１０Ｂに示される接続再生アイコン１０１０の修正バージョンであって
もよい。この例では、接続状態インジケータ１０２０は、接続再生アイコン１０１０に対
して強い色のコントラストを有する修正バージョンであってもよい。また図示されるよう
に、接続状態インジケータ１０２０は、ユーザインタフェース１０００上の接続再生アイ
コン１０１０と同じ位置又は略同じ位置に表示される。このため、接続状態インジケータ
１０２０は選択可能な接続再生アイコンであってもよく、接続状態インジケータ１０２０
を選択すると、アクティブなプレイリストを別のゾーンに拡張しながら、インタフェース
を提供するモバイルデバイスがネットワークメディアシステム内のゾーンと接続状態にあ
ることと、ネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のその他のゾーンがアクティ
ブなプレイリストを拡張するために利用可能であることが示される。
【０１２４】
　さらに後述するように、別の例では、モバイルデバイスがゾーンと接続状態を確立した
後に、ゾーンと接続状態ではなくなる場合がある。モバイルデバイスがゾーンと接続状態
にないことが決定されることに応じて、モバイルデバイスのインタフェースは、モバイル
デバイスがゾーンと接続状態にないことを示す第２のステータス表示を表示する。このた
め、第２のステータス表示によって、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数
のメディアアイテムに対してアクションが実行されても、再生キュー内の１つ又は複数の
対応するメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されない
ことが示される。
【０１２５】
　一例では、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にないことを示す第２のステータス表
示が、モバイルデバイス上で第１のステータス表示と置き換わる。あるケースでは、第２
のステータス表示は、ユーザインタフェース１０００上の第１のステータス表示と同じ位
置又は略同じ位置に表示され、図１２に示すように接続状態インジケータ１０２０である
。さらに、第２のステータス表示は、第１のステータス表示の修正バージョンであっても
よい。第２のステータス表示は例えば、接続状態インジケータ１０２０の淡色表示バージ
ョンであってもよい。一例では、第２のステータス表示は接続再生アイコン１０１０であ
ってもよく、それによって、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディ
アアイテムに対してアクションが実行されても、再生キュー内の対応する１つ又は複数の
メディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されないことを示
しつつ、ネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンがアクティブなプレイ
リストの拡張のために利用可能であることも示す。
【０１２６】
　その他の例示的な方法、交信およびインタフェースも可能である。
【０１２７】
ＩＸ．再生キュー制御の移行
　前述のように、ゾーンとの接続状態を確立した後において、モバイルデバイスはゾーン
と接続状態ではなくなる場合がある。ユーザがモバイルデバイスを持って家を離れる場合
などに生じうる。このような場合、本明細書に記載の実施形態によれば、モバイルに対し
て、再生キューの制御を放棄させるとともに、ネットワークメディアシステムと通信する
別のデバイスに再生キューの制御を移行させる。
【０１２８】
　図１３は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実施形態による、再生キュー制御の
移行の例示的なフロー図を示す。図１３に示す方法１３００は、ある方法の実施形態を表
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すものであり、当該方法は、環境１００、６００、７００、８００において実行可能であ
る。環境１００、６００、７００、８００は、例えば図２－図５に示すような１つ又は複
数のデバイスと通信するシステム２００、２０２、２０４、３００、４００、５００を有
する。方法１３００は、ブロック１３０２―１３０６のうちの１つ又は複数によって示さ
れる１つ又は複数の操作、機能又はアクションを含む。ブロックは順番に示されているが
、これらのブロックは並行して、および／又は本明細書に記載した順序とは異なる順序で
実行されてもよい。各ブロックは所望の形態に基づいて、より少ない数のブロックに統合
しても、更なるブロックに分割しても、および／又は除去してもよい。
【０１２９】
　方法１３００は、モバイルデバイスと動作は、モバイルデバイスとネットワークメディ
アシステム内のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む（ブロック１３０２）
。当該ステップにおいて、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディア
アイテムにアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する
１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行さ
れる。言い換えれば、ブロック１３０２は、図９の方法９００に関連して前述したように
、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの間の接続状態を確立す
るステップを含む。
【０１３０】
　前述したように、モバイルデバイスとゾーンが接続状態となるようにモバイルデバイス
とネットワークメディアシステム内のゾーンの間の通信を確立するステップには、ネット
ワークメディアシステム内の当該ゾーンに関連付けられた再生キューに、プレイリスト中
の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つを含めるステップが含まれる
。場合によっては、ネットワークメディアシステム内のゾーンに関連付けられた再生キュ
ーに、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つを含め
るステップには、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報を再
生キューに付加するステップがさらに含まれる。前述したように、再生キューに追加され
る１つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報は、インターネットを介してアクセス
可能なリモートサーバ上、ネットワークメディアシステムと通信する第２のモバイルデバ
イス上、あるいは、ネットワークメディアシステムのゾーン内の再生デバイス上に記憶す
ることができる。
【０１３１】
　方法１３００は、モバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信していない
ことを決定するステップを含む（ブロック１３０４）。一例では、モバイルデバイスがネ
ットワークメディアシステムと通信していないことを決定するステップには、モバイルデ
バイスからネットワークメディアシステムにメッセージを送信する一方で、応答メッセー
ジは受信しないステップが含まれる。このような場合は、前に示唆したように、ユーザが
モバイルデバイスを持ってネットワークメディアシステムの通信可能範囲を離れた場合に
生じうる。
【０１３２】
　方法１３００は、モバイルデバイスにネットワークメディアシステムの制御を放棄させ
るステップを含む（ブロック１３０６）。当該ステップにおいて、プレイリスト中の１つ
又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されて
も、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに
対して、対応する更なるアクションはゾーンによって実行されない。一例では、モバイル
デバイスがネットワークメディアシステムと通信していないことを決定する前に、モバイ
ルデバイスは、ネットワークメディアシステムとの通信がもうすぐ失われる可能性がある
ことを決定する。これは、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム間の信号強
度が徐々に弱くなってきていることにより決定してもよい。ネットワークメディアシステ
ムとの通信がもうすぐ失われる可能性があるとの決定に応じて、ネットワークメディアシ
ステムにメッセージが送信されてもよい。当該メッセージは、モバイルデバイスがネット
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ワークメディアシステムと通信しなくなると、１つ又は複数のメディアアイテムに対して
モバイルデバイスを介してアクションが実行されても、再生キュー内の対応する１つ又は
複数のメディアアイテムに対して対応する更なるアクションが実行されないようにするも
のである。
【０１３３】
　モバイルデバイスはネットワークメディアシステムと通信しないことにより、ネットワ
ークメディアシステム内のゾーンの制御を自然に放棄するとともに、結果として、ネット
ワークメディアシステムあるいはそのゾーンの制御を効果的に行わなくなるが、ネットワ
ークメディアと通信していないとの決定に応じてネットワークメディアシステムの制御を
放棄することにより、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの両方が、実質
的にスムーズかつシームレスに動作を続けるようにすることができる。
【０１３４】
　一例では、ブロック１３０２の関連で説明したようにモバイルデバイスとネットワーク
メディアシステム内のゾーンの間に接続状態が確立された後、かつ、ブロック１３０２の
関連で説明したようにモバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信しなくな
ったことが決定される前において、モバイルデバイスは、プレイリスト中の１つ又は複数
のメディアアイテム中の１つのメディアアイテムにアクションを実行するためのユーザ入
力を受信して、再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対してアクシ
ョンが実行される。
【０１３５】
　前述したように、プレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対して実行さ
れるアクションには、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムの中の１つを再
生するアクション、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムの中の１つを一時
停止するアクション、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムの中の１つをミ
ュートにするアクション、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムの中の１つ
を削除するアクション、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムにメディアア
イテムを追加するアクション、プレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムからメ
ディアアイテムを削除するアクション、および、プレイリスト内の１つ又は複数のメディ
アアイテムにおける次のメディアアイテムを再生するアクションが含まれる。
【０１３６】
　したがって、再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して実行さ
れる対応するアクションには、対応する１つ又は複数のメディアアイテムを再生するアク
ション、対応する１つ又は複数のメディアアイテムを一時停止するアクション、対応する
１つ又は複数のメディアアイテムをミュートにするアクション、対応する１つ又は複数の
メディアアイテムを再生キューから削除するアクション、再生キュー内の対応する１つ又
は複数のメディアアイテムに新たなメディアアイテムを追加するアクション、および、再
生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムにおける次のメディアアイテムを
再生するアクションが含まれる。一例では、モバイルデバイスのインタフェース上にイン
ジケーションが提供され、当該インジケーションは、モバイルデバイスのプレイリスト中
の１つ又は複数のメディアシステムに対してアクションが実行されたこと、および、ネッ
トワークメディアシステムのゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複
数のメディアアイテムに対して対応するアクションが実行されたことを示す。
【０１３７】
　一例では、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムが通信しなくなったとき
に、プレイリスト中のメディアアイテムと再生キュー内の対応するメディアアイテムとが
同期して再生されている場合、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムの制
御を放棄する代わりに、プレイリスト中のメディアアイテムの再生アクションを継続して
行う。同様に、ネットワークメディアシステムのゾーンは、モバイルデバイスによって制
御されなくなる代わりに、再生キュー内の対応するメディアアイテムを再生する対応する
アクションを継続して行うように構成される。
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【０１３８】
　別の例では、モバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信していないと決
定されることに応じて、プレイリスト中のメディアアイテムに対して実行されるアクショ
ンと、再生キュー内の対応するメディアアイテムに対して実行される対応するアクション
とが修正されるように、モバイルデバイスが構成される。上述した実施形態では、モバイ
ルデバイスとゾーンの間の接続状態において、ゾーンがメディアコンテンツを再生するの
みである場合が含まれる。このような場合には、モバイルデバイスが、ネットワークメデ
ィアシステムと通信していないと決定されることに応じてメディアコンテンツの再生を開
始するようにしてもよい。この場合、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステ
ムとの通信が遮断されたときにゾーンによってメディアアイテムが再生されているところ
で、メディアコンテンツの再生を実質的にシームレスに開始することができる。プレイリ
スト中のメディアアイテムに対して実行されるアクションの修正に関して、その他の例と
しては、再生中のメディアアイテムの音量を調整すること、メディアアイテムの再生を一
時停止すること、あるいは、メディアアイテムの再生をミュートにすることが含まれる。
一例では、ネットワークメディアシステムとの通信がもうすぐ遮断される可能性があるこ
とが決定されると、モバイルデバイスからネットワークメディアシステムに対して、対応
するアクションの修正を行うためのメッセージが送信されてもよい。一例では、アクショ
ンおよびそれに対応するアクションが同様に修正される一方、別の例では、異なる方法に
より修正される。
【０１３９】
　図１４Ａ－１４Ｂは、再生キューの制御を移行するための例示的な一連のユーザインタ
フェースを示す。ネットワークメディアシステムの制御を放棄すると、モバイルデバイス
は、ネットワークメディアシステムの制御権を放棄したことのインジケーションをインタ
フェース上に提供する。前のセクションで説明したように、図１４Ａに示すように、イン
ジケーションは、図１０Ｂに示すような接続再生アイコン１０１０のようなグラフィック
表示であってもよい。したがって、接続再生アイコン１０１０によって、モバイルデバイ
スのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してアクションが実行されて
も、再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクシ
ョンがゾーンによって実行されなくなることが示されてもよい。
【０１４０】
　図１４Ｂは、図１０Ｄに示したプレイリスト１０１６と再生キュー１０１８に関して、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの通信が切断された後に更新されたバ
ージョンを示す。この例では、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムとの
通信が切断されてネットワークメディアシステムの制御を放棄すると、メディアアイテム
のトラック１に対するアクションを修正するとともに当該メディアアイテムの再生を一時
停止するように構成される一方、ネットワークメディアシステム内のゾーンは、修正を行
わずに、対応するアクションを継続して行うように構成されている。図示するように、ゾ
ーンは、再生キュー内のメディアアイテムを再生し続けるとともに、トラック１の再生が
完了するとトラック２を再生し始めている。
【０１４１】
　その他の例示的な方法、交信およびインタフェースも可能である。
【０１４２】
Ｘ．サイレント接続
　前述したように、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムの通信可能範囲
から離れて再生キューの制御を放棄した後において、ネットワークメディアシステムの通
信可能範囲に再度入る場合がある。一例では、モバイルデバイスは、ゾーンとの接続状態
を自動的に再確立する。
【０１４３】
　図１５は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実施形態による、モバイルデバイス
をネットワークメディアシステム内のゾーンと再接続するための第１の例示的なフロー図
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を示す。図１５に示す方法１５００は、ある方法の実施形態を表すものであり、当該方法
は、環境１００、６００、７００、８００において実行可能である。環境１００、６００
、７００、８００は、例えば図２－図５に示すような１つ又は複数のデバイスと通信する
システム２００、２０２、２０４、３００、４００、５００を有する。方法１５００は、
ブロック１５０２―１５０６のうちの１つ又は複数によって示される１つ又は複数の操作
、機能又はアクションを含む。ブロックは順番に示されているが、これらのブロックは並
行して、および／又は本明細書に記載した順序とは異なる順序で実行されてもよい。各ブ
ロックは所望の形態に基づいて、より少ない数のブロックに統合しても、更なるブロック
に分割しても、および／又は除去してもよい。
【０１４４】
　方法１５００は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間の通信を確立
するステップを含む（ブロック１５０２）。前に示唆したように、モバイルデバイスは、
ネットワークメディアシステムの通信可能範囲に再度入る場合がある。ユーザは例えばモ
バイルデバイスを持って、家に戻る場合がある。このため、モバイルデバイスがネットワ
ークメディアシステムの通信可能範囲内に再び入り、モバイルデバイスとネットワークメ
ディアシステムの間に再び通信が確立される。
【０１４５】
　方法１５００は、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又は複数
の再生デバイスのゾーンと以前に接続状態にあったことを決定するステップを含む（ブロ
ック１５０４）。上述したように、モバイルデバイスと以前に接続状態にあったゾーンに
関連する再生キューは、モバイルデバイスのプレイリスト中のメディアアイテムに対応す
るメディアアイテムが含まれる結果として、プライベートキューとなる場合がある。この
ような場合、モバイルデバイスがゾーンと以前に接続状態であったことを決定するステッ
プには、ネットワークメディアシステムのゾーン内の１つ又は複数の再生デバイスから状
態変数を取得するステップと、取得した状態変数に基づいて、ネットワークメディアシス
テム内のゾーンのうちの１つが以前に接続状態であったことを決定するステップとが含ま
れてもよい。
【０１４６】
　モバイルデバイスが以前にゾーンと接続状態にあったことを決定するステップには、モ
バイルデバイスがゾーンの制御を放棄した後に当該ゾーンに関連する再生キューが修正さ
れていないことを決定するステップが含まれてもよい。言い換えれば、再生キューが修正
された場合、当該再生キューはもはやモバイルデバイスに関連付けられたプライベートキ
ューではなくなり、以前の接続状態の存在も廃止される。このような場合には、現在議論
したように、モバイルデバイスは接続状態を再確立するのではなく、図９の方法９００に
したがって単純にゾーンとの接続状態を確立すればよい。
【０１４７】
　一例では、モバイルデバイスがゾーンの制御を放棄した後に、当該ゾーンは、関連する
再生キュー内の対応するメディアアイテムを継続して再生している。このような場合には
、モバイルデバイスが以前にゾーンと接続状態であったことを決定するステップには、モ
バイルデバイスが以前にゾーンと接続状態であったときにモバイルデバイスのプレイリス
ト中のメディアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれた関連の再生キューか
ら、ゾーンが特定のメディアアイテムを再生していることを決定するステップが含まれる
。
【０１４８】
　モバイルデバイスが以前にゾーンと接続状態にあったことが決定されると、当該接続状
態を自動的に再確立するか否かが決定される。後述するように、当該接続状態は、モバイ
ルデバイスがメディアアイテムを再生している場合や、あるいは、ネットワークメディア
システムとの通信が確立されたときにゾーンに関連する再生キューが修正されている場合
には、自動的に再確立されない。したがって、新たな接続状態を自動的に再確立するかど
うかを決定するステップには、モバイルデバイスがメディアアイテムを再生していないこ



(38) JP 6215459 B2 2017.10.18

10

20

30

40

50

とを決定するステップが含まれる。
【０１４９】
　前に示唆したように、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムの制御を放
棄すると、メディアアイテムの再生を一時停止することにより、プレイリスト中のメディ
アアイテムに対して行うアクションを修正するように構成されている場合がある。別のケ
ースでは、ユーザは、モバイルデバイス上でのメディアアイテムの再生を一時停止する一
方、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムと通信していない場合がある（
その結果、メディアの再生を一時停止しても、ゾーンに関連する再生キュー内の対応する
メディアアイテムを一時停止することにはならない）。したがって、モバイルデバイスは
、ネットワークメディアシステムとの通信が再確立されたときにメディアアイテムを再生
していない場合がある。
【０１５０】
　ゾーンとの接続状態が自動的に再確立されたことが決定された後、方法１５００は、当
該ゾーンから、再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報
を受信するステップを含む（ブロック１５０６）。一例では、再生キュー内の対応する１
つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報は、ゾーンにおける１つ又は複数の再生デ
バイスから受信される。
【０１５１】
　次いで、方法１５００は、モバイルデバイスによって、ゾーンから受信した対応する１
つ又は複数のメディアアイテムを特定する更新プレイリストを取得するステップを含む（
ブロック１５０８）。方法１５００はさらに、更新されたプレイリスト中の１つ又は複数
のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾー
ンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、
対応する更なるアクションがゾーンによって実行されるように、モバイルデバイスと存の
間に接続状態を再確立するステップを含む（ブロック１５１０）。
【０１５２】
　言い換えれば、図９の方法９００に関連して説明したような、ゾーンの再生キューにモ
バイルデバイスのプレイリスト中のメディアアイテムに対応するメディアアイテムが取り
込まれる実施形態とは対照的に、モバイルデバイス上に取得されるプレイリストは、ゾー
ンに関連する再生キュー内の対応するメディアアイテムを特定する情報から生成されても
よい。実際には、モバイルデバイスのプレイリストを更新してもよく、あるいは別の意味
では、ゾーンとの接続状態が以前に確立されたときにモバイルデバイス上でアクティブで
あったプレイリストまで戻ってもよい。
【０１５３】
　モバイルデバイスとゾーンの間で接続状態が再確立されると、モバイルデバイスのイン
タフェースは、図１６のインタフェース１０００で示すように、当該接続状態が再確立さ
れたことをユーザに示すグラフィック表示１０８０を表示することができる。この例では
、モバイルデバイスは以前に「マスターベッドルーム」ゾーンと接続状態にあり、その後
、接続状態を再確立しているので、グラフィック表示１０８０により、モバイルデバイス
が「マスターベッドルーム」ゾーンと再接続したことを示してもよい。
【０１５４】
　前述したように、モバイルデバイスは、場合によっては、ゾーンと同期しながらメディ
アアイテムを再生するのではなく、ゾーンによって再生されているメディアアイテムの再
生情報を提供するのみであってもよい。その他の例では、メディアデバイスは、ゾーンと
同期してメディアアイテムを再生する。モバイルデバイスとネットワークメディアシステ
ムのゾーンの間に接続状態が最初に確立された場合と同様に、モバイルデバイスおよびゾ
ーンによるメディアアイテムの再生を、現在も同期させることができる。しかしながら、
ゾーンは再生キュー内の特定のメディアアイテムを再生する一方で、モバイルデバイスは
、接続状態が再確立されたときにメディアアイテムを再生していない場合があるため、そ
のような場合には、モバイルデバイスは、ゾーンによって再生されている特定のメディア
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アイテムに対応する更新プレイリストからのメディアアイテムをゾーンと同期して再生す
るようにしてもよい。
【０１５５】
　図１５の方法１５００に加えて、図１７は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実
施形態による、モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンと再接続す
るための例示的な第２のフロー図を示す。図１７に示す方法１７００は、ある方法の実施
形態を表すものであり、当該方法は、環境１００、６００、７００、８００において実行
可能である。環境１００、６００、７００、８００は、例えば図２－図５に示すような１
つ又は複数のデバイスと通信するシステム２００、２０２、２０４、３００、４００、５
００を有する。方法１７００は、ブロック１７０２―１７０６のうちの１つ又は複数によ
って示される１つ又は複数の操作、機能又はアクションを含む。ブロックは順番に示され
ているが、これらのブロックは並行して、および／又は本明細書に記載した順序とは異な
る順序で実行されてもよい。各ブロックは所望の形態に基づいて、より少ない数のブロッ
クに統合しても、更なるブロックに分割しても、および／又は除去してもよい。
【０１５６】
　方法１７００は、方法１５００のブロック１５０２、１５０４のそれぞれと同様に、モ
バイルデバイスとネットワークメディアシステムの間の通信を確立するステップ（ブロッ
ク１７０２）と、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の
再生デバイスと以前に接続状態にあったことを決定するステップとを含む（ブロック１７
０４）。
【０１５７】
　方法１５００の場合と同様に、モバイルデバイスがネットワークメディアシステムのゾ
ーンと以前に接続状態にあった場合、当該ゾーンは、モバイルデバイスのプレイリスト中
のメディアアイテムに対してアクションが実行される結果として、ゾーンに関連付けられ
ている再生キュー内の対応するメディアアイテムに対して、対応するアクションを実行し
ている場合がある。ゾーンは例えば、プレイリスト中のメディアアイテムが以前にモバイ
ルデバイスで再生されていた結果として、再生キュー内の対応するメディアアイテムを再
生している。
【０１５８】
　方法１５００の場合とは対照的に、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステ
ムとの通信を再確立したときにメディアアイテムを再生している場合がある。一例では、
モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムの制御を放棄した後も、プレイリス
ト中のメディアアイテムを再生するアクションを継続する。しかしながら、この場合には
、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムは所定期間の間通信していなかった
ため、プレイリスト中のメディアアイテムの再生は、モバイルデバイスと以前に接続状態
にあったゾーンに関連する再生キュー内の対応するメディアアイテムの再生とは同期され
ない場合がある。
【０１５９】
　別の例では、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムの制御を放棄すると
、モバイルデバイスのアクションを修正するように構成されており、このため、プレイリ
スト中のメディアアイテムの再生は、再生キュー内の対応するメディアアイテムの再生と
は同期されない。さらに別の例では、ユーザは、モバイルデバイスのプレイリスト中のメ
ディアアイテムの再生が再生キュー内の対応するメディアアイテムの再生とは同期されな
いように、プレイリスト中のメディアアイテムに対してアクションを実行する。
【０１６０】
　どちらの場合であっても、ネットワークメディアシステムとの通信が再確立されたとき
にモバイルデバイスがメディアアイテムを再生している場合、ネットワークメディアシス
テムのゾーンとの接続状態が自動的に再確立されない場合がある。前述した方法９００又
は方法１５００の場合、アクティブなプレイリストおよびアクティブな再生キューのうち
の一方が、非アクティブな他方に対して自動的に適用又は拡張されてもよい。対照的に、
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モバイルデバイスのプレイリストと、ゾーンに関連付けられた再生キューの両方ともアク
ティブな場合があり、この場合、プレイリストと再生キューのどちらを適用するか又は他
方に拡張するかに関するユーザからの指示がないと、モバイルデバイスとゾーンとの間の
接続状態は再確立されないようにしてもよい。
【０１６１】
　このように、ネットワークメディアシステム内のゾーンのうちの１つが以前に接続状態
にあったことが決定された後に、方法１７００は、モバイルデバイスのユーザインタフェ
ース上にグラフィック表示を提供するステップを含む（ブロック１７０６）。当該ステッ
プにおけるグラフィック表示は、第１のゾーンがモバイルデバイスと以前に接続状態にあ
ったことを示すものであり、これにより、接続状態を自動的に再確立するのではなく、ど
のように進めるかの指示をユーザに促す。
【０１６２】
　図１８Ａ―１８Ｅは、モバイルデバイスをネットワークメディアシステム内のゾーンに
再接続するための第１の例示的な一連のユーザインタフェースを示す。図１８Ａは、ネッ
トワークメディアシステムとの通信が再確立されたときにおけるモバイルデバイスの例示
的なインタフェース１０００を示す。図示されるように、モバイルデバイス上でトラック
５が再生されており、接続再生アイコン１０１０により、ネットワークメディアシステム
内の１つ又は複数のゾーンがプレイリストをモバイルデバイス上に拡張するために利用可
能であることが示される。
【０１６３】
　この場合、ユーザは接続再生アイコン１０１０を選択し、図１８Ｂに示すようなインタ
フェース１０００が提供される。図示されるように、利用可能なゾーンのグラフィック表
示が図１０Ｃに先に示されたものと同様に提供される。しかしながら、この場合、以前の
接続状態アイコン１０６０が「マスターベッドルーム」ゾーンのグラフィック表示と重な
って提供されており、これにより、方法１５００のブロック１５０６に関連して説明した
ように、モバイルデバイスが「マスターベッドルーム」ゾーンと以前に接続状態にあった
ことが示される。
【０１６４】
　図１８Ｂに示すインタフェース１０００から、ユーザは、図９の方法９００に関連して
説明したように、インタフェース上でグラフィック表示されたモバイルデバイスといずれ
かのゾーンの間の接続状態を確立することを選択することができる。モバイルデバイスは
例えば、グラフィック表示されたゾーンのうちの１つの選択を示す入力を受信する。ある
場合には「オフィス」ゾーンが選択され、「オフィス」ゾーンに関連付けられた再生キュ
ーに、モバイルデバイスによって現在再生されているプレイリスト中の１つ又は複数のメ
ディアアイテムに対応するメディアアイテムが追加される。さらに、プレイリスト中の１
つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行され
ると、「オフィス」ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメデ
ィアアイテムに対して対応するアクションが実行されるように、ネットークメディアシス
テムが構成される。
【０１６５】
　別のケースでは、モバイルデバイスと以前に接続状態にあった「マスターベッドルーム
」ゾーンが選択されてもよい。この場合、図１８Ｃに示すインタフェース１０００は、接
続アイコン１０６４および置換アイコン１０６６を含む確認プロンプト１０６２を表示す
る。確認プロンプト１０６２が表示されることにより、モバイルデバイスを「マスターベ
ッドルーム」ゾーンに接続するか、あるいは前述したように「マスターベッドルーム」ゾ
ーンで再生されているものをモバイルデバイスに置換するかに関する指示をユーザに促す
。
【０１６６】
　ユーザが「マスターベッドルーム」ゾーンへの接続を行う接続アイコン１０６４を選択
した場合、モバイルデバイスと「マスターベッドルーム」ゾーンの間の接続状態が、方法
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１５００に関連して説明したものと同様に再確立される（方法１５００では、「マスター
ベッドルーム」ゾーンに関連付けられたアクティブな再生キューがモバイルデバイスに適
用される、あるいは拡張される）。この場合、「マスターベッドルーム」ゾーンが現在ト
ラック２を再生している場合、モバイルデバイスは、トラック５の再生を停止するととも
に、トラック２を特定する情報を表示する。実施形態によっては、モバイルデバイスは、
「マスターベッドルーム」ゾーンと同期してトラック２の再生を開始するように構成され
る。いくつかの他の実施形態においては、モバイルデバイスは、「マスターベッドルーム
」ゾーンと同期してトラック２を再生することなく、トラック２を特定する情報を表示す
る。いずれの場合も、図１８Ｄに示すインタフェース１０００は、現在再生されているメ
ディアアイテムとしてトラック２を特定するデータ情報１００４と、モバイルデバイスが
現在接続状態にあることを示す接続状態インジケータ１０２０とを表示する。この例では
、「マスターベッドルーム」ゾーンによるトラック２の再生は中断されない。
【０１６７】
　図１８Ｃに戻って参照すると、前の場合とは異なり、ユーザが「マスターベッドルーム
」ゾーンで現在再生されているものを置換するための置換アイコン１０６６を選択した場
合、モバイルデバイスと「マスターベッドルーム」ゾーンの間の接続状態が、方法９００
に関連して上述したものと同様に再確立される（方法９００では、モバイルデバイス上で
アクティブなプレイリストが「マスターベッドルーム」ゾーンに適用される、あるいは拡
張される）。この場合、モバイルデバイスはトラック５を再生しているので、「マスター
ベッドルーム」ゾーンはトラック２の再生を停止するとともに、トラック５の再生を開始
する。一例では、「マスターベッドルーム」ゾーンは、モバイルデバイスと同期してトラ
ック２を再生する。別のケースでは、モバイルデバイスは、「マスターベッドルーム」ゾ
ーンがトラック５の再生を開始したときに、トラック５の再生を停止する。いずれの場合
であっても、図１８Ｅに示すインタフェース１０００は、現在再生されているメディア愛
ステムとしてトラック５を特定するデータ情報１００４と、モバイルデバイスが現在接続
状態にあることを示す接続状態インジケータ１０２０とを表示する。この例では、モバイ
ルデバイスによるトラック５の再生は中断されない。
【０１６８】
　その他の例示的な方法、交信およびインタフェースも可能である。
【０１６９】
ＸＩ．プレイリストの修正の例
　前述したように、モバイルデバイスが再生キューの制御を放棄した後、かつ、モバイル
デバイスがネットワークメディアシステムの通信可能範囲に再度入る前に、プレイリスト
の修正が行われる場合がある。図１９は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実施形
態による、以前にゾーンと接続されていたモバイルデバイスのプレイリストの修正によっ
て、当該ゾーンの再生キューを修正するための例示的なフロー図を示す。図１９に示す方
法１９００は、ある方法の実施形態を表すものであり、当該方法は、環境１００、６００
、７００、８００において実行可能である。環境１００、６００、７００、８００は、例
えば図２－図５に示すような１つ又は複数のデバイスと通信するシステム２００、２０２
、２０４、３００、４００、５００を有する。方法１９００は、ブロック１９０２―１９
１２のうちの１つ又は複数によって示される１つ又は複数の操作、機能又はアクションを
含む。ブロックは順番に示されているが、これらのブロックは並行して、および／又は本
明細書に記載した順序とは異なる順序で実行されてもよい。各ブロックは所望の形態に基
づいて、より少ない数のブロックに統合しても、更なるブロックに分割しても、および／
又は除去してもよい。
【０１７０】
　方法１９００は、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテ
ムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられ
た再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクショ
ンがゾーンによって実行されるように、モバイルデバイスとネットワークメディアシステ
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ム内のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む（ブロック１９０２）。一例で
は、接続状態は、上述した接続状態を確立するための方法のうちの１つに従って確立され
る。
【０１７１】
　方法１９００は、モバイルデバイスとゾーンが接続状態ではなくなるように、モバイル
デバイスをネットワークメディアシステムから切断するステップを含む（ブロック１９０
４）。一例において、モバイルデバイスは、上述した図１３に示す方法１３００に従って
ネットワークメディアシステムから切断される。あるケースでは、モバイルデバイスをネ
ットワークメディアシステムから切断するステップには、モバイルデバイスがネットワー
クメディアシステムと通信していないことを決定するステップが含まれる。これは、モバ
イルデバイスがネットワークメディアシステムの通信可能範囲外に移動した場合に生じう
る。したがって、モバイルデバイスは、ネットワークメディアシステムから切断されると
ゾーンの制御を放棄する。
【０１７２】
　方法１９００は、モバイルデバイスのユーザインタフェース上に表示のためのプレイリ
ストを提供するステップを含む（ブロック１９０６）。一例では、図１０Ａに示すインタ
フェース１０００は、モバイルデバイスのプレイリスト中のメディアアイテムを示すよう
に表示される。一例では、ユーザがプレイリストの閲覧を望んでいることを示すユーザ入
力に応じて、プレイリストが表示される。
【０１７３】
　プレイリストが表示されると、ユーザは、プレイリストの修正を望む場合がある。した
がって、方法１９００は、モバイルデバイスを介して、モバイルデバイスのプレイリスト
に対する修正を示す第１のユーザ入力を受信するステップを含む（ブロック１９０８）。
プレイリストの修正には、メディアアイテムを追加若しくは削除すること、あるいは、プ
レイリスト中のメディアアイテムを並べ替えることが含まれる。モバイルデバイスのイン
タフェースがタッチスクリーン上に提供される場合には、当該タッチスクリーンを介して
第１のユーザ入力が提供されてもよい。第１のユーザ入力を受信することに応じて、モバ
イルデバイスのプレイリストが修正され、記憶されてもよい。
【０１７４】
　方法１９００は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンの間の
接続状態を再確立することを決定するステップを含む（ブロック１９１０）。一例では、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンとの間の接続状態の再確立
を決定するステップには、モバイルデバイスがネットワークメディアシステムの通信範囲
に再度入ったときにモバイルデバイスとネットワークメディアシステムとの通信が再確立
されたことを決定するステップと、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内
のゾーンと以前に接続状態にあったことを決定するステップとが含まれる。
【０１７５】
　一例では、モバイルデバイスとゾーンとの間の接続状態の再確立を決定するステップに
はさらに、モバイルデバイスのインタフェース上に、モバイルデバイスとネットワークメ
ディアシステム内のゾーンとを再確立するかどうかを示すユーザ入力を促すプロンプトを
提供するステップと、モバイルデバイスを介して、モバイルデバイスとネットワークメデ
ィアシステム内のゾーンとの間の接続状態を再確立するべきであることを示す第２のユー
ザ入力を受信するステップとが含まれる。この場合、モバイルデバイスとネットワークメ
ディアシステムとの間の通信を再確立すべきこと、および、ネットワークメディアシステ
ム内のゾーンが以前にモバイルデバイスと接続状態にあったことが決定されると、プロン
プトが表示される。
【０１７６】
　図２０Ａ―２０Ｂは、以前に接続状態にあったモバイルデバイスのプレイリストに対す
る修正に応じてゾーンの再生キューを修正する（一方でモバイルデバイスはゾーンに接続
されていなかった）ための例示的な一連のユーザインタフェースを示す。図２０Ａに示す
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ように、図１６Ｃに示されるものと同様の確認プロンプト１０６８が提供されることで、
ユーザに対して、モバイルデバイスとゾーンの間の接続状態を再確立するときに、モバイ
ルデバイスのプレイリストの修正に対応する修正を再生キューにも適用すべきかどうかを
示すことが促される。図示するように、確認プロンプト１０６８はさらに、キャンセルア
イコン１０７０および置換アイコン１０７２を含む。
【０１７７】
　この場合にユーザがキャンセルアイコン１０７０を選択すると、プレイリストの修正に
対応する修正は再生キューには適用されず、ある場合には、モバイルデバイスとゾーンと
の間の接続状態も再確立されない。一方で、ユーザが置換アイコン１０７２を選択すると
、モバイルデバイスとゾーンとの間の接続状態を再確立することが決定される。さらなる
実施形態では、プレイリストの修正に対応する修正は再生キューには適用されず、かつ、
再生キュー内のメディアアイテムおよび／又はゾーンによって再生されているメディアア
イテムを特定する情報がモバイルデバイスに表示されるようにしてモバイルデバイスとゾ
ーンの間の接続状態を再確立する。
【０１７８】
　モバイルデバイスとゾーンの間の接続状態の再確立が決定されることに応じて、方法１
９００は、モバイルデバイスからゾーンに対して、ゾーンに関連付けられた再生キューに
も対応する修正を行うようにモバイルデバイスのプレイリストに対する修正を示す更新メ
ッセージを送信するステップを含む（ブロック１９１２）。一例では、ゾーンに更新メッ
セージを送信するステップには、ゾーン内における１つ又は複数の再生デバイスのうちの
少なくとも１つの再生デバイスに更新メッセージを送信するステップが含まれる。
【０１７９】
　一例では、更新メッセージは、モバイルデバイスのプレイリストに修正を適用すること
から生じる修正版のプレイリストを含む。この場合、更新メッセージの受信に応じて、ゾ
ーンは、当該ゾーンに関連する再生キュー内のメディアアイテムを、修正版のプレイリス
ト中のメディアアイテムに対応するメディアアイテムによって置換するように構成するこ
とができる。この場合の置換後のメディアアイテムは、以前にモバイルデバイスとゾーン
の間で接続状態が確立されたときに再生キューに追加されたメディアアイテムであっても
よい。
【０１８０】
　別のケースでは、更新メッセージは、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテ
ムのうちの少なくとも１つに関連する１つ又は複数の更新事項を特定するものである。こ
の場合、ゾーンは、更新メッセージの受信に応じて、１つ又は複数の更新事項を、当該ゾ
ーンに関連する再生キュー内の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの対応する少なく
とも１つに対して適用するように構成することができる。
【０１８１】
　一例では、前述のように、モバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信し
なくなってゾーンの制御を放棄した後において、ゾーンは、再生キュー内の対応するメデ
ィアアイテムを再生し続ける。このため、ゾーンとモバイルデバイスの間で接続状態を再
確立すべきであることが決定されたときに、ゾーンは、再生キュー内の対応するメディア
アイテムを再生している場合がある。
【０１８２】
　一例では、ゾーンによって受信された更新メッセージ内の修正には、ゾーンとモバイル
デバイスの間で接続状態を再確立すべきであることが決定されたときにゾーンによって再
生されている対応するメディアアイテムが含まれる。この場合、対応するメディアアイテ
ムの再生を停止して、修正を適用することができるようにしてもよい。
【０１８３】
　別のケースでは、ゾーンが受信した更新メッセージ内の修正には、ゾーンとモバイルデ
バイスの間で接続状態を再確立すべきであることが決定されたときにゾーンによって再生
されている対応するメディアアイテムが含まれない。この場合、対応するメディアアイテ
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ムがゾーンによって継続して再生されながらも、更新メッセージ内に示される修正を再生
キュー内の１つ又は複数のその他の対応するメディアアイテムに適用するようにしてもよ
い。
【０１８４】
　さらに別のケースにおいて、更新メッセージ内で示される修正には、ゾーンとモバイル
デバイスの間で接続状態を再確立すべきであることが決定されたときにゾーンによって再
生されている特定の対応するメディアアイテムを含む再生キューにおいて、対応する複数
のメディアアイテムを並べ替えるステップが含まれてもよい。このような場合、特定の対
応するメディアアイテムは継続して再生されながらも、再生キューの並べ替えも実行され
る。
【０１８５】
　例えば、特定の対応するメディアアイテムは、再生キュー内においてオリジナルの再生
位置にあってもよい。例示として、第１の再生位置は５番目の位置であってもよい。この
場合、再生キュー内の特定の対応するメディアアイテムの前に４つのメディアアイテムが
あり、その後には例えば、３つのさらなるメディアアイテムが存在する。一例では、修正
には、再生キュー内のメディアアイテムを並べ替えるステップが含まれ、これにより、再
生キュー内の特定の対応するメディアアイテムの再生位置が新たな再生位置に変更される
。例示として、新たな再生位置は２番目の位置であってもよい。この場合、再生キュー内
の特定の対応するメディアアイテムの前に１つのみメディアアイテムがあり、その後には
６つのメディアアイテムが存在する。
【０１８６】
　この場合、特定の対応するメディアアイテムがゾーンによって継続的に再生されつつも
、再生キューが修正されることにより、当該メディアアイテムの再生を停止することなく
、その再生位置がオリジナルの５番目の位置ではなく、更新された再生キュー内の新たな
位置となるように更新される。言い換えれば、再生キュー内のメディアアイテムの順番は
、再生中である特定の対応するメディアアイテムの「周り」で実質的にシームレスに修正
することができる。
【０１８７】
　モバイルデバイスとゾーンの間で接続状態が再確立されて、プレイリストに対して行わ
れた修正がゾーンに関連する再生キューにも適用すると、図２０Ｂに示すようなインタフ
ェース１０００がモバイルデバイスによって提供されてもよい。インタフェース１０００
は、データ情報１００４で示すように、トラック５を再生していることを表す。一例では
、トラック５は、接続状態が再確立されたときにゾーンによって再生されている特定の対
応するメディアアイテムである。また、図２０Ｂには、モバイルデバイスが現在、接続状
態にあることを示す接続状態インジケータ１０２０が示される。
【０１８８】
　その他の例示的な方法、交信およびインタフェースも可能である。
【０１８９】
ＸＩＩ．新たなゾーンへの再生キューの移動
　前述したように、本明細書に記載の実施形態はさらに、ネットワークメディアシステム
内の第２のゾーンとの接続状態を確立するステップと、第２のゾーンに再生するステップ
とを含む。図２１は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実施形態による、再生キュ
ーを新たなゾーンへ移動させるための例示的なフロー図を示す。図２１に示す方法２１０
０は、ある方法の実施形態を表すものであり、当該方法は、環境１００、６００、７００
、８００において実行可能である。環境１００、６００、７００、８００は、例えば図２
－図５に示すような１つ又は複数のデバイスと通信するシステム２００、２０２、２０４
、３００、４００、５００を有する。方法２１００は、ブロック２１０２―２１０８のう
ちの１つ又は複数によって示される１つ又は複数の操作、機能又はアクションを含む。ブ
ロックは順番に示されているが、これらのブロックは並行して、および／又は本明細書に
記載した順序とは異なる順序で実行されてもよい。各ブロックは所望の形態に基づいて、
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より少ない数のブロックに統合しても、更なるブロックに分割しても、および／又は除去
してもよい。
【０１９０】
　方法２１００は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ又は複数
の再生デバイスによる第１のゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む（ブロッ
ク２１０２）。一例では、接続状態は、上述した図９に示す方法９００のような方法によ
って確立される。これにより、モバイルデバイスと第１のゾーンの接続状態が確立されて
、１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリストに対してモバイルデバイスを
介してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連する第１の再生キューに対しても
対応するアクションが実行されるようになる。また前述したように、第１の再生キューに
は、プレイリスト内で特定される１つ又は複数のメディアアイテムに対応する１つ又は複
数のメディアアイテムが含まれる。方法９００の場合には、第１のゾーンは「マスターベ
ッドルーム」ゾーンであってもよい。
【０１９１】
　図２２Ａ－２２Ｅは、再生キューを新たなゾーンに移動させるための例示的な一連のユ
ーザインタフェースを示す。図２２Ａは、モバイルデバイスと第１のゾーンの間に接続状
態が確立された後のインタフェース１０００を示し、データ情報１００４によって示され
るようにトラック１を再生している。図１２に示されるものと同様に、インタフェース１
０００もまた、モバイルデバイスが第１のゾーンと接続状態にあることを示す接続状態ア
イコン１０２０を表示する。
【０１９２】
　方法２１００は、モバイルデバイス上において、ネットワークメディアシステム内の１
つ又は複数の再生デバイスによる第２のゾーンのグラフィック表示を表示するステップを
含む（ブロック２１０４）。第１のゾーンと同様に、第２のゾーンは、第２の再生キュー
に関連付けられる。図２２Ｂには、ネットワークメディアシステム内の複数のゾーンを特
定するゾーン表示と、図１０Ｃと同様のｉＰｈｏｎｅのグラフィック表示とを表示するイ
ンタフェース１０００が示されており、ゾーンには、「ガレージ＋庭」ゾーン、「マスタ
ーベッドルーム」ゾーン、および「オフィス」ゾーンが含まれる。この場合、アイコン１
０１２は、「マスターベッドルーム」ゾーンのグラフィック表示と重なっており、第１の
ゾーン（ここでは「マスターベッドルーム」ゾーン）がアクティブであることを示す。ま
た、図２２Ｂには、図１０Ｃで示したものと同様のグラフィックアイコン１０１４が示さ
れる。
【０１９３】
　方法２１００は、第２のゾーンの選択を示す第１の入力を、モバイルデバイスを介して
受信するステップを含む（ブロック２１０６）。一例では、ユーザは、「オフィス」ゾー
ンの選択を示す入力を、図２２Ｂに示すインタフェース１０００上でのタッチ入力などに
より実行する。この場合の入力には、ユーザが「オフィス」ゾーンのグラフィック表示を
タッチ又はタップすることが含まれる。方法２１００は、「オフィス」ゾーンを選択する
第１の入力に応じて、モバイルデバイスと第２のゾーンの間で接続状態を確立するステッ
プを含む（ブロック２１０８）。当該ステップにより接続状態が確立されると、プレイリ
ストに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、第１の再生キューと
第２の再生キューの両方に対しても対応するアクションが実行されるようになる。
【０１９４】
　しかしながら、この場合、モバイルデバイスは既に、「マスターベッドルーム」ゾーン
と接続状態である場合がある。したがって、インタフェース１０００は、以前に図１８Ｃ
で示したものと同様の確認プロンプト１０６２を表示する。この場合、確認プロンプト１
０６２は、接続アイコン１０６４および置換アイコン１０６６とともに表示されることで
、モバイルデバイスが「オフィス」ゾーンに接続するか、あるいは、「オフィス」で再生
しているものを置換するかについて示すことをユーザに促す。実施形態によっては、置換
アイコン１０６６は、モバイルデバイスが「オフィス」ゾーンに接続するか、あるいは、
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「マスターベッドルーム」ゾーンで現在再生しているものを「オフィス」ゾーンに移動さ
せるかについて示すことをユーザに促す
【０１９５】
　ユーザが置換アイコン１０６６を選択して「オフィス」ゾーンで現在再生されているも
のを置換する（又は移動させる）場合、方法９００（モバイルデバイス上のアクティブな
プレイリストを「オフィス」ゾーンに適用あるいは拡張するもの）に関連して上述した内
容と同様の方法により、モバイルデバイスと「オフィス」ゾーンの間の接続状態が確立さ
れる。このため、「オフィス」ゾーンに関連する再生キューには、アクティブなプレイリ
スト内のメディアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれる。モバイルデバイ
スがアクティブなプレイリスト内のメディアアイテムを「マスターベッドルーム」ゾーン
と同期して再生していたケースでは、当該メディアアイテムに対応する「オフィス」ゾー
ンに関連する再生キュー内のメディアアイテムが、モバイルデバイスによるメディアアイ
テムの再生と同期して「オフィス」ゾーンによって再生される。なお、この場合には、第
１のゾーン（ここでは「マスターベッドルーム」ゾーン）に関連付けられた再生キューに
は既に、モバイルデバイスのプレイリスト中のメディアアイテムに対応するメディアアイ
テムが取り込まれている。このため、第２のゾーン（ここでは「オフィス」ゾーン）は、
対応するメディアアイテムを特定する情報を、モバイルデバイスから、第１のゾーン内の
１つ又は複数の再生デバイスから、又はそれらの両方から受信する。
【０１９６】
　一例では、置換アイコン１０６６が選択されても、「オフィス」ゾーンと「マスターベ
ッドルーム」ゾーンの両方がモバイルデバイスと同期してそれぞれの再生キューから対応
するメディアアイテムを再生するように「オフィス」ゾーンと「マスターベッドルーム」
ゾーンによるゾーングループは作成されない。むしろ、モバイルデバイスと「マスターベ
ッドルーム」ゾーンの間の接続状態が転送（置換又は移動）されて、モバイルデバイスと
「オフィス」ゾーンの間の接続状態になる。言い換えれば、モバイルデバイスは、「マス
ターベッドルーム」ゾーンの制御を効果的に放棄することができる。したがって、「マス
ターベッドルーム」ゾーンは、図１３の方法１３００に関連して説明したように、「マス
ターベッドルーム」ゾーンに関連する再生キュー内の対応するメディアアイテムを継続し
て再生してもよい。別のケースでは、「マスターベッドルーム」ゾーンは、再生キュー内
の対応するメディアアイテムの再生を停止する。
【０１９７】
　接続状態の転送の一部として、第１のゾーンおよび第２のゾーン（この例ではそれぞれ
、「マスターベッドルーム」ゾーンおよび「オフィス」ゾーン）による、対応するメディ
アアイテムの再生が効果的に転送されてもよい。一例では、「オフィス」ゾーンは、モバ
イルデバイスと「オフィス」ゾーンの間で接続状態が確立されることに応じて、「マスタ
ーベッドルーム」ゾーンおよびモバイルデバイスと同期して、対応するメディアアイテム
の再生を開始する。あるケースでは、「オフィス」ゾーンによる、対応するメディアアイ
テムの再生がフェードインすることによって開始される。「オフィス」ゾーンが「マスタ
ーベッドルーム」ゾーンおよびモバイルデバイスと同期して、対応するメディアアイテム
を再生しているときに、「マスターベッドルーム」ゾーンによるメディアアイテムの再生
が停止されることがある。あるケースでは、「マスターベッドルーム」ゾーンによる、対
応するメディアアイテムの再生がフェードアウトすることによって停止される。このよう
に、接続状態と、対応するメディアアイテムの再生とを実質的にシームレスに転送するこ
とができる。
【０１９８】
　図２２Ｄは、置換アイコン１０６６の選択に応じて、モバイルデバイスと「オフィス」
ゾーンの間で接続状態が確立された後のインタフェース１０００を示す。図示されるよう
に、モバイルデバイスは、データ情報１００４で示されるようにトラック１を再生してお
り、接続状態インジケータ１０２０で示されるように接続状態にある。
【０１９９】
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　図２２Ｃに戻ると、ユーザが「オフィス」ゾーンに接続するために接続アイコン１０６
４を選択した場合、モバイルデバイスと「オフィス」ゾーンの間の接続状態が、方法１５
００に関連して上述した方法と同様の方法により確立される。接続状態が確立されると、
モバイルデバイスのプレイリストに、「オフィス」ゾーンに関連する再生キュー内のメデ
ィアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれる。上述したケースのように、第
１のゾーンに関連する再生キューには既に、モバイルデバイスのプレイリスト中のメディ
アアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれている場合がある。したがって、第
２のゾーンは、対応するメディアアイテムを特定する情報を、モバイルデバイスから、第
１のゾーン内の１つ又は複数の再生デバイスから、又はそれらの両方から受信する。
【０２００】
　この場合、モバイルデバイスと「マスターベッドルーム」ゾーンの間の接続状態は転送
されず、モバイルデバイスと「オフィス」ゾーンの間の接続状態とはならない。言い換え
れば、モバイルデバイスと「オフィス」ゾーンの間で確立された接続状態は、モバイルデ
バイスと「マスターベッドルーム」ゾーンの間の接続状態と同じモバイルデバイス上のア
クティブなプレイリストおよび同じ対応するメディアアイテムにもかかわらず、効果的に
新しい接続状態となる。一例では、接続アイコン１０６４が選択されてモバイルデバイス
と「オフィス」ゾーンの間で接続状態が確立されることに応じて、「オフィス」ゾーンに
よる対応するメディアアイテムの再生が停止される。一例では、モバイルデバイス上のメ
ディアアイテムの再生も存在している場合には、それも停止される。
【０２０１】
　別のケースでは、「オフィス」ゾーンに関連する再生キューが、アクティブなプレイリ
スト中のメディアアイテムに対応するメディアアイテムを既に取り込んでいるプライベー
トキューであるため、接続アイコンの選択に応じて、モバイルデバイスと「オフィス」ゾ
ーンの間で接続状態を確立するステップには、再生キューを再度取り込むことは含まれず
、むしろ、モバイルデバイスによるプライベートキューの制御アクセスを再取得すること
が含まれる。一例では、プライベートキューの制御を再取得することによって接続状態を
確立するステップは、「制御状態」を確立するステップと称することができる。
【０２０２】
　図２２Ｅは、接続アイコン１０６４の選択に応じてモバイルデバイスと「オフィス」ゾ
ーンの間に接続状態が確立された後のインタフェース１０００を示す。一例では、モバイ
ルデバイスおよび「オフィス」ゾーンのいずれもメディアアイテムを再生していない。し
かしながら、新たに取り込まれた再生キュー又は以前に取り込まれたプライベートキュー
からのメディアアイテム（例えば、トラック１）は、「オフィス」ゾーンに関連する再生
キュー内の第１のメディアアイテムとして提供されてもよく、対応するアクションを待機
するものである。また、図２２Ｅのインタフェース１０００には、接続状態インジケータ
１０２０によって示されるように、モバイルデバイスが接続状態であることが示される。
【０２０３】
　接続アイコン１０６４が選択されるケースでは、「オフィス」ゾーンに関連する再生キ
ューは、モバイルデバイスのプレイリスト内のメディアアイテムに対応するメディアアイ
テムによって即座に置換されない、および／又は取り込まれない場合がある。この場合に
は、「オフィス」ゾーンは、モバイルデバイスとの接続状態を確立することが選択される
前に「オフィス」ゾーンで再生されていたメディアアイテムを、モバイルデバイスのプレ
イリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してアクションが実行されるまで、継
続して再生することができる。この時点で、「オフィス」ゾーンによる以前のメディアア
イテムの再生が停止されるとともに、「オフィス」ゾーンに関連する再生キューに、プレ
イリスト中のメディアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれ、さらに、モバ
イルデバイスのプレイリスト内の１つ又は複数のメディアアイテムに対して実行されるア
クションに対応するアクションが、再生キュー内の対応するメディアアイテムの１つ又は
複数に対して実行される。
【０２０４】
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　その他の例示的な方法、交信およびインタフェースも可能である。
【０２０５】
ＸＩＩＩ．プライベートキューインジケータ
　前述のように、ネットワークメディアシステムは、第２のモバイルデバイスによってア
クセスされる。一例では、モバイルデバイスのプレイリストはプライベートであり、第２
のモバイルデバイスからアクセスすることができない。したがって、モバイルデバイスが
再生しているゾーンに関連する再生キューは、第２のモバイルデバイスに対してプライベ
ートなものである場合がある。この例では、第２のモバイルデバイスのインタフェースは
、ゾーンがプライベートキューに関連付けられたものであることを示すプライベートキュ
ーインジケータを提供する。
【０２０６】
　図２３は、本明細書に記載の少なくともいくつかの実施形態による、プライベートキュ
ーインジケータを提供するための例示的なフロー図を示す。図２３に示す方法２３００は
、ある方法の実施形態を表すものであり、当該方法は、環境１００、６００、７００、８
００において実行可能である。環境１００、６００、７００、８００は、例えば図２－図
５に示すような１つ又は複数のデバイスと通信するシステム２００、２０２、２０４、３
００、４００、５００を有する。方法２３００は、ブロック２３０２―２３０４のうちの
１つ又は複数によって示される１つ又は複数の操作、機能又はアクションを含む。ブロッ
クは順番に示されているが、これらのブロックは並行して、および／又は本明細書に記載
した順序とは異なる順序で実行されてもよい。各ブロックは所望の形態に基づいて、より
少ない数のブロックに統合しても、更なるブロックに分割しても、および／又は除去して
もよい。
【０２０７】
　方法２３００は、第１のモバイルデバイスによって、ネットワークメディアシステム内
の１つ又は複数の再生デバイスによるゾーンに関連する再生キューがプライベートキュー
であることを決定するステップを含む（ブロック２３０２）。前述したように、プライベ
ートキューは、当該再生キューへのアクセス権を有するユーザおよび／又はモバイルデバ
イスにのみアクセス可能なコンテンツを含む再生キューであってもよい。例えば、プライ
ベートキューは、第２のモバイルデバイスの第２のプレイリストからの１つ又は複数のメ
ディアアイテムを含む。さらに、プライベートキュー内の１つ又は複数のメディアアイテ
ムを特定するプライベートキュー情報にアクセスするためには、資格が必要とされ得る。
【０２０８】
　一例では、ゾーンに関連する再生キューに、モバイルデバイスのプレイリスト中のメデ
ィアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれたときに、プライベートキューが
生成される。このため、ゾーンとモバイルデバイスの間で接続状態が生じたときに、ゾー
ンに関連付けられたプライベートキューが生成される。
【０２０９】
　方法２３００は、第１のモバイルデバイスのユーザインタフェース上に、ネットワーク
メディアシステムのゾーンに関連付けられているキューがプライベートキューであるとと
もに、プライベートキューの情報にアクセスするために資格が必要とされることを示す第
１のステータス表示を表示するステップを含む（ブロック２３０４）。
【０２１０】
　図２４Ａ―２４Ｄは、プライベートキューインジケータを提供するための例示的な一連
のユーザインタフェースを示す。図２４Ａは、モバイルデバイスのインタフェース上に提
供される例示的なプレイリスト１２０２を示す。この例では、モバイルデバイスは、方法
２１００および図２２Ａ―２２Ｅに関連して前述したように、「オフィス」ゾーンと既に
接続状態であってもよい。図示されるように、プレイリスト１２０２は、メディアアイテ
ムのトラック１０－１７を含む。一例では、モバイルデバイスを使用するユーザはトラッ
ク１４を選択し、トラック１４の選択を受信するとモバイルデバイスは、トラック１４の
再生を開始する。
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【０２１１】
　トラック１４の再生中に、モバイルデバイスのインタフェース１０００は、図２４Ｂに
示すように、「再生中」の情報および再生制御オプションを提供する。「再生中」の情報
は、トラック１４を特定するデータ情報１００４を含む。この場合、前述したように、モ
バイルデバイスは「オフィス」ゾーンと接続状態にあり、それに応じて、接続状態インジ
ケータ１０２０がインタフェース１０００上に表示されてもよい。以前に示唆したように
、接続状態インジケータ１０２０もまた、接続再生アイコンとして機能することができる
。したがって、プレイリスト１２０２中の１つ又は複数のメディアアイテムに対して実行
されるアクションをネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンに拡張する
ことを望む場合には、ユーザは、接続状態インジケータ１０２０を選択することができる
。
【０２１２】
　接続状態インジケータ１０２０の選択を受信すると、図２４Ｃに示すように、インタフ
ェース１０００は、ネットワークメディアシステム内の複数のゾーンによるゾーン表示を
表示する。この例では、ネットワークメディアシステム内のゾーンは、「ガレージ＋庭」
ゾーン、「マスターベッドルーム」ゾーン、および「オフィス」ゾーンを含む。また図２
４Ｃに示すように、「オフィス」ゾーンのグラフィック表示に重なっているアイコン１０
１２がインタフェース上に表示されることで、「オフィス」ゾーンに関連する再生キュー
が現在アクティブであることが示され、ゾーン表示に重なっているグラフィックアイコン
１０１４により、１つ又は複数のゾーンに対して現在アクティブなプレイリストを拡張す
ることが可能であることが示される。この場合、プライベートキューアイコン１０６０は
、「マスターベッドルーム」ゾーンのグラフィック表示に重なっているが、これは前述し
たように、「マスターベッドルーム」ゾーンが以前にモバイルデバイスと接続状態にあっ
て、その結果として、図１０Ａに示す以前にアクティブであったプレイリスト１００２中
のメディアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれたプライベート再生キュー
に関連付けられているためである。図示するように、プライベートキューアイコン１０６
０は、接続再生アイコン１０１０又は接続状態アイコン１０２０にグラフィック的に類似
している。
【０２１３】
　一例では、ユーザは、「マスターベッドルーム」ゾーンのグラフィック表示を選択する
が、当該グラフィック表示は、「マスターベッドルーム」ゾーンのグラフィック表示に重
なっているプライベートキューアイコン１０６０で示すようなプライベートキューに関連
付けられている。この場合、モバイルデバイスは以前に「マスターベッドルーム」ゾーン
と接続状態にあるため、図２４Ｄに示すように接続アイコン１０６４および置換アイコン
１０６６を含む確認プロンプト１０６２がインタフェース１０００によって表示されるこ
とで、図１８Ｃおよび図２２Ｃに関連して説明したように、モバイルデバイスが「マスタ
ーベッドルーム」ゾーンに接続するか、あるいは、「マスターベッドルーム」ゾーンで再
生されているものを置換（又は転送）するかについて示すことをユーザに対して促される
。
【０２１４】
　ユーザが置換アイコン１０６６を選択した場合、図２２Ｄに関連して説明したように、
モバイルデバイスと「マスターベッドルーム」ゾーンの間で接続状態が確立されることで
、「マスターベッドルーム」に関連付けられているプライベートキューに、アクティブな
プレイリスト１２０２中のメディアアイテムに対応するメディアアイテムが取り込まれる
ようになる。したがって、アクティブなプレイリスト１２０２中の１つ又は複数のメディ
アアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、「マスターベ
ッドルーム」ゾーンに関連するプライベートキュー内の対応する１つ又は複数のメディア
アイテムに対しても、対応するアクションが「マスターベッドルーム」ゾーンによって実
行される。同様に、ユーザが接続アイコン１０６４を選択した場合、図２２Ｂおよび図２
２Ｅに関連して説明したように、モバイルデバイスと「マスターベッドルーム」ゾーンの
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間に接続状態（制御状態）が確立されてもよい。
【０２１５】
　なお、この例では、「マスターベッドルーム」ゾーンと以前に接続状態にあったモバイ
ルデバイスは、プレイリスト１２０２にアクセスしている同じモバイルであってもよく、
「オフィス」ゾーンと接続状態にあり得る。このように、モバイルデバイスは、「マスタ
ーベッドルーム」ゾーンに関連するプライベートキューに自動的にアクセスすることによ
り、「マスターベッドルーム」ゾーンとの接続状態を確立することができる。
【０２１６】
　しかしながら、方法２３００に戻ると、以前に「マスターベッドルーム」ゾーンと接続
状態にあったモバイルデバイスと異なるモバイルデバイスである場合には、図２４Ａ―２
４Ｄに示されるインタフェースによる類似のシーケンスがモバイルデバイスによって表示
される。この場合、図２４Ｃに示されるインタフェース１０００上で「マスターベッドル
ーム」ゾーンが選択される時点と、図２４Ｄに示すように接続状態をどのように確立する
かについてユーザがインタフェース１０００上に示すことを促されるときの間において、
モバイルデバイスは「マスターベッドルーム」ゾーンに関連付けられたプライベートキュ
ーにアクセスする際に、資格を提示することが求められる。一例では、資格を提示するス
テップには、モバイルデバイスのユーザにパスワードの入力を促すステップが含まれる。
別の例では、資格には、モバイルデバイスのユーザの識別子又はモバイルデバイス自体の
識別子が含まれる。
【０２１７】
　その他の例示的な構成および実施形態も可能である。
【０２１８】
ＸＩＶ．結論
　本明細書では、様々な例示のシステム、方法、装置、および生産物は、他のコンポーネ
ントの中で、ハードウェア上で実行されるファームウェアおよび／又はソフトウェアを含
むことが開示されている。しかしながら、そのような例は単なる例示であり、これにより
限定されものではない。例えば、これらのファームウェアコンポーネント、ハードウェア
コンポーネント、および／又はソフトウェアコンポーネントのいくつか又は全てが、ハー
ドウェアのみ、ソフトウェアのみ、ファームウェアのみ、又はハードウェア、ソフトウェ
ア、および／又はファームウェアの任意の組み合わせにおいて具現化可能であることが意
図されている。したがって、例示のシステム、方法、装置、および／又は生産物を説明し
ているが、提供されるそれらの例は、それらのシステム、方法、装置、および／又は生産
物を実施する唯一の方法ではない。
【０２１９】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメディアシス
テム内のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む。一態様による方法は、モバ
イルデバイスにおいて、モバイルデバイスを介した再生のために利用可能な１つ又は複数
のメディアアイテムを特定するプレイリストを表示するステップを含む。方法はさらに、
モバイルデバイスにおいて、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対する
アクションをネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンに拡張するための
第１の入力を受信するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイス上にゾーン表示
を表示するステップを含む。ここで、ゾーン表示は、ネットワークメディアシステム内の
１つ又は複数のゾーンから１つのゾーンを特定するものであり、当該１つのゾーンは少な
くとも１つの再生デバイスを含み、再生キューに関連付けられている。方法はさらに、モ
バイルデバイスにおいて、ゾーンの選択を示す第２の入力を受信するステップを含む。方
法はさらに、第２の入力の受信に応じて、選択されたゾーンに関連付けられた再生キュー
に、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つに対応す
る少なくとも１つのメディアアイテムを取り込むステップを含む。方法はさらに、ネット
ワークメディアシステムを構成するステップを含む。ここで、当該構成により、モバイル
デバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対してモバイルデバイ
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スを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する少なくとも１つのメディ
アアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようにする。
【０２２０】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスにおいて、モバイルデバイスを介した再生のために利用可能な１つ又は
複数のメディアアイテムを特定するプレイリストを表示するステップを含む。機能はさら
に、モバイルデバイスにおいて、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対
するアクションをネットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンに拡張するた
めの第１の入力を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイス上にゾーン
表示を表示するステップを含む。ここで、ゾーン表示は、ネットワークメディアシステム
内の１つ又は複数のゾーンから１つのゾーンを特定するものであり、当該１つのゾーンは
少なくとも１つの再生デバイスを含み、再生キューに関連付けられている。機能はさらに
、モバイルデバイスにおいて、ゾーンの選択を示す第２の入力を受信するステップを含む
。機能はさらに、第２の入力の受信に応じて、選択されたゾーンに関連付けられた再生キ
ューに、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムのうちの少なくとも１つに対
応する少なくとも１つのメディアアイテムを取り込むステップを含む。機能はさらに、ネ
ットワークメディアシステムを構成するステップを含む。ここで、当該構成により、モバ
イルデバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディアアイテムに対してモバイルデ
バイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する少なくとも１つのメ
ディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようにする。
【０２２１】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスにおいて、モバイルデバイスを介した再生
のために利用可能な１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリストを表示する
ステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスにおいて、プレイリスト中の１つ又は
複数のメディアアイテムに対するアクションをネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数のゾーンに拡張するための第１の入力を受信するステップを含む。機能はさらに、
モバイルデバイス上にゾーン表示を表示するステップを含む。ここで、ゾーン表示は、ネ
ットワークメディアシステム内の１つ又は複数のゾーンから１つのゾーンを特定するもの
であり、当該１つのゾーンは少なくとも１つの再生デバイスを含み、再生キューに関連付
けられている。機能はさらに、モバイルデバイスにおいて、ゾーンの選択を示す第２の入
力を受信するステップを含む。機能はさらに、第２の入力の受信に応じて、選択されたゾ
ーンに関連付けられた再生キューに、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテム
のうちの少なくとも１つに対応する少なくとも１つのメディアアイテムを取り込むステッ
プを含む。機能はさらに、ネットワークメディアシステムを構成するステップを含む。こ
こで、当該構成により、モバイルデバイスのプレイリスト中の少なくとも１つのメディア
アイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の
対応する少なくとも１つのメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによ
って実行されるようにする。
【０２２２】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスによる再生キューの制御を移
行するステップを含む。一態様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディア
システム内のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立される
と、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してアク
ションが実行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数の
メディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようになる
。方法はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信状態にないこ
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とを決定するステップを含む。方法はさらに、当該決定に続いて、ネットワークメディア
システムの制御を放棄するステップを含む。制御が放棄されると、プレイリスト中の１つ
又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されて
も、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに
対して、対応するアクションがゾーンによって実行されないようになる。
【０２２３】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾーンとの間に接続状態を確立す
るステップを含む。接続状態が確立されると、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ
又は複数のメディアアイテムに対してアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられ
た再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクショ
ンがゾーンによって実行されるようになる。方法はさらに、モバイルデバイスがネットワ
ークメディアシステムと通信状態にないことを決定するステップを含む。方法はさらに、
当該決定に続いて、ネットワークメディアシステムの制御を放棄するステップを含む。制
御が放棄されると、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイル
デバイスを介してアクションが実行されても、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対
応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって
実行されないようになる。
【０２２４】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内のゾー
ンとの間で接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、モバイルデバ
イスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してアクションが実行され
ると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテム
に対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるようになる。方法はさらに、
モバイルデバイスがネットワークメディアシステムと通信状態にないことを決定するステ
ップを含む。方法はさらに、当該決定に続いて、ネットワークメディアシステムの制御を
放棄するステップを含む。制御が放棄されると、プレイリスト中の１つ又は複数のメディ
アアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されても、ゾーンに関連
付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応する
アクションがゾーンによって実行されないようになる。
【０２２５】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメディアシス
テム内のゾーンが接続状態にあるときに、接続状態インジケータを提供するステップを含
む。一態様による方法は、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数の再生デバイスによるゾーンと接続状態にあることを決定するステップを含む。ゾ
ーンは再生キューに関連付けられており、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にあると
いうことは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対
してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する１つ
又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行される
ことを示す。方法はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェース上において、モバ
イルデバイスがネットワークメディアシステムのゾーンと接続状態にあることを示す第１
のステータス表示を表示するステップを含む。
【０２２６】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
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モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによ
るゾーンと接続状態にあることを決定するステップを含む。ゾーンは再生キューに関連付
けられており、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にあるということは、モバイルデバ
イスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介
してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテ
ムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されることを示す。方法はさらに
、モバイルデバイスのユーザインタフェース上において、モバイルデバイスがネットワー
クメディアシステムのゾーンと接続状態にあることを示す第１のステータス表示を表示す
るステップを含む。
【０２２７】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ
又は複数の再生デバイスによるゾーンと接続状態にあることを決定するステップを含む。
ゾーンは再生キューに関連付けられており、モバイルデバイスがゾーンと接続状態にある
ということは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに
対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、再生キュー内の対応する１
つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行され
ることを示す。方法はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェース上において、モ
バイルデバイスがネットワークメディアシステムのゾーンと接続状態にあることを示す第
１のステータス表示を表示するステップを含む。
【０２２８】
　上述したように、例示的な実施形態は、再生キューを新たなゾーンへ移動させるステッ
プを含む。一態様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の
１つ又は複数の再生デバイスによる第１のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを
含む。接続状態が確立されると、１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリス
トに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付
けられた第１の再生キューに対して、対応するアクションが実行されるようになる。第１
の再生キューは、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対応する１つ又は
複数のメディアアイテムを含む。方法はさらに、モバイルデバイス上において、ネットワ
ークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによる第２のゾーンを表すグラフ
ィック表示を表示するステップを含む。第２のゾーンは、第２の再生キューに関連付けら
れている。方法はさらに、モバイルデバイスを介して、第２のゾーンの選択を示す第１の
入力を受信するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスと第２のゾーンの間で
接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、プレイリストに対してモ
バイルデバイスを介してアクションが実行されると、第２の再生キューに対しても対応す
るアクションが実行されるようになる。
【０２２９】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによ
る第１のゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、
１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリストに対してモバイルデバイスを介
してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付けられた第１の再生キューに対し
て、対応するアクションが実行されるようになる。第１の再生キューは、プレイリスト中
の１つ又は複数のメディアアイテムに対応する１つ又は複数のメディアアイテムを含む。
機能はさらに、モバイルデバイス上において、ネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数の再生デバイスによる第２のゾーンを表すグラフィック表示を表示するステップを
含む。第２のゾーンは、第２の再生キューに関連付けられている。機能はさらに、モバイ
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ルデバイスを介して、第２のゾーンの選択を示す第１の入力を受信するステップを含む。
機能はさらに、モバイルデバイスと第２のゾーンの間で接続状態を確立するステップを含
む。接続状態が確立されると、プレイリストに対してモバイルデバイスを介してアクショ
ンが実行されると、第２の再生キューに対しても対応するアクションが実行されるように
なる。
【０２３０】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ
又は複数の再生デバイスによる第１のゾーンとの間に接続状態を確立するステップを含む
。接続状態が確立されると、１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプレイリストに
対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付けら
れた第１の再生キューに対して、対応するアクションが実行されるようになる。第１の再
生キューは、プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対応する１つ又は複数
のメディアアイテムを含む。機能はさらに、モバイルデバイス上において、ネットワーク
メディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによる第２のゾーンを表すグラフィッ
ク表示を表示するステップを含む。第２のゾーンは、第２の再生キューに関連付けられて
いる。機能はさらに、モバイルデバイスを介して、第２のゾーンの選択を示す第１の入力
を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスと第２のゾーンの間で接続
状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、プレイリストに対してモバイ
ルデバイスを介してアクションが実行されると、第２の再生キューに対しても対応するア
クションが実行されるようになる。
【０２３１】
　上述したように、例示的な実施形態は、再生キューがプライベートキューであることを
示すプライベートキューインジケータを提供するステップを含む。一態様による方法は、
第１のモバイルデバイスによって、ネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再
生デバイスによるゾーンに関連付けられた再生キューがプライベートキューであることを
決定するステップを含む。プライベートキューは、第２のモバイルデバイスの第２のプレ
イリストからの１つ又は複数のメディアアイテムを含む。当該プライベートキュー内の１
つ又は複数のメディアアイテムを特定するプライベートキュー情報にアクセスするには、
資格が必要とされる。方法はさらに、第１のモバイルデバイスのユーザインタフェース上
において、ネットワークメディアシステムのゾーンに関連付けられた再生キューがプライ
ベートキューであるとともに、プライベート再生キュー情報にアクセスするために資格が
必要とされることを示す第１のステータス表示を表示するステップを含む。
【０２３２】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
第１のモバイルデバイスによって、ネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再
生デバイスによるゾーンに関連付けられた再生キューがプライベートキューであることを
決定するステップを含む。プライベートキューは、第２のモバイルデバイスの第２のプレ
イリストからの１つ又は複数のメディアアイテムを含む。当該プライベートキュー内の１
つ又は複数のメディアアイテムを特定するプライベートキュー情報にアクセスするには、
資格が必要とされる。機能はさらに、第１のモバイルデバイスのユーザインタフェース上
において、ネットワークメディアシステムのゾーンに関連付けられた再生キューがプライ
ベートキューであるとともに、プライベート再生キュー情報にアクセスするために資格が
必要とされることを示す第１のステータス表示を表示するステップを含む。
【０２３３】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
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の機能を実行する。機能は、第１のモバイルデバイスによって、ネットワークメディアシ
ステム内の１つ又は複数の再生デバイスによるゾーンに関連付けられた再生キューがプラ
イベートキューであることを決定するステップを含む。プライベートキューは、第２のモ
バイルデバイスの第２のプレイリストからの１つ又は複数のメディアアイテムを含む。当
該プライベートキュー内の１つ又は複数のメディアアイテムを特定するプライベートキュ
ー情報にアクセスするには、資格が必要とされる。機能はさらに、第１のモバイルデバイ
スのユーザインタフェース上において、ネットワークメディアシステムのゾーンに関連付
けられた再生キューがプライベートキューであるとともに、プライベート再生キュー情報
にアクセスするために資格が必要とされることを示す第１のステータス表示を表示するス
テップを含む。
【０２３４】
　上述したように、例示的な実施形態は、プレイリストを修正するステップを含む。一態
様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の
再生デバイスによるゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。モバイルデバイ
スがゾーンと接続状態にあるということは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又
は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると
、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対
して、対応するアクションがゾーンによって実行されることを示す。方法はさらに、モバ
イルデバイスとゾーンが接続状態でなくなるように、モバイルデバイスとネットワークメ
ディアシステムとの接続を解除するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスの
ユーザインタフェース上での表示のためにプレイリストを提供するステップを含む。方法
はさらに、モバイルデバイスを介して、モバイルデバイスのプレイリストに対する修正を
示す第１のユーザ入力を受信するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスとネ
ットワークメディアシステム内のゾーンとの接続状態を再確立することを決定するステッ
プを含む。方法はさらに、当該決定に応じて、モバイルデバイスのプレイリストが修正さ
れるとゾーンに関連付けられた再生キューに対しても対応する修正が実行されることを示
す更新メッセージをゾーンに送信するステップを含む。
【０２３５】
　別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティングデバイ
スによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスによって
命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機能は、
モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによ
るゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。モバイルデバイスがゾーンと接続
状態にあるということは、モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディア
アイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付
けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するア
クションがゾーンによって実行されることを示す。機能はさらに、モバイルデバイスとゾ
ーンが接続状態でなくなるように、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムと
の接続を解除するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェ
ース上での表示のためにプレイリストを提供するステップを含む。機能はさらに、モバイ
ルデバイスを介して、モバイルデバイスのプレイリストに対する修正を示す第１のユーザ
入力を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスとネットワークメディ
アシステム内のゾーンとの接続状態を再確立することを決定するステップを含む。機能は
さらに、当該決定に応じて、モバイルデバイスのプレイリストが修正されるとゾーンに関
連付けられた再生キューに対しても対応する修正が実行されることを示す更新メッセージ
をゾーンに送信するステップを含む。
【０２３６】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステム内の１つ
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又は複数の再生デバイスによるゾーンとの間で接続状態を確立するステップを含む。モバ
イルデバイスがゾーンと接続状態にあるということは、モバイルデバイスのプレイリスト
中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実
行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアア
イテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されることを示す。機能はさ
らに、モバイルデバイスとゾーンが接続状態でなくなるように、モバイルデバイスとネッ
トワークメディアシステムとの接続を解除するステップを含む。機能はさらに、モバイル
デバイスのユーザインタフェース上での表示のためにプレイリストを提供するステップを
含む。機能はさらに、モバイルデバイスを介して、モバイルデバイスのプレイリストに対
する修正を示す第１のユーザ入力を受信するステップを含む。機能はさらに、モバイルデ
バイスとネットワークメディアシステム内のゾーンとの接続状態を再確立することを決定
するステップを含む。機能はさらに、当該決定に応じて、モバイルデバイスのプレイリス
トが修正されるとゾーンに関連付けられた再生キューに対しても対応する修正が実行され
ることを示す更新メッセージをゾーンに送信するステップを含む。
【０２３７】
　上述したように、例示的な実施形態は、モバイルデバイスとネットワークメディアシス
テム内の再生ゾーンの間のサイレントかつ非閉塞的（unobstructive）な接続を含む。一
態様による方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間で通信を確立
するステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム
内の１つ又は複数の再生デバイスによるゾーンと以前に接続状態にあったことを決定する
ステップを含む。モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテム
に対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられた
再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクション
がゾーンによって実行される。方法はさらに、ゾーンから、再生キュー内の対応する１つ
又は複数のメディアアイテムを特定する情報を受信するステップを含む。方法はさらに、
ゾーンから受信した１つ又は複数の対応するメディアアイテムを特定する更新プレイリス
トをモバイルデバイスによって読み出すステップを含む。方法はさらに、モバイルデバイ
スとゾーンの間で新たな接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立されると、
更新プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介し
てアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する１つ又は
複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行されるよう
になる。
【０２３８】
　別の態様による第２の方法は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間
で通信を確立するステップを含む。モバイルデバイスは、メディアアイテムを再生中であ
る。第２の方法はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又
は複数の再生デバイスによる第１のゾーンと以前に接続状態にあったことを決定するステ
ップを含む。モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対
してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、第１のゾーンに関連付けられ
た第１の再生キュー内の対応する１つ又は複数の第１のメディアアイテムに対して、対応
するアクションが第１のゾーンによって実行される。第２の方法はさらに、モバイルデバ
イスのユーザインタフェース上での表示のために、第１のゾーンがモバイルデバイスと以
前に接続状態にあったことを示すグラフィック表示を提供するステップを含む。
【０２３９】
　さらに別の態様による非一時的コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピューティング
デバイスによって実行可能な命令を記憶するものであり、コンピューティングデバイスに
よって命令が実行されると、コンピューティングデバイスに所定の機能を実行させる。機
能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間で通信を確立するステップ
を含む。モバイルデバイスは、メディアアイテムを再生中である。機能はさらに、モバイ
ルデバイスがネットワークメディアシステム内の１つ又は複数の再生デバイスによる第１
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プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイスを介してア
クションが実行されると、第１のゾーンに関連付けられた第１の再生キュー内の対応する
１つ又は複数の第１のメディアアイテムに対して、対応するアクションが第１のゾーンに
よって実行される。機能はさらに、モバイルデバイスのユーザインタフェース上での表示
のために、第１のゾーンがモバイルデバイスと以前に接続状態にあったことを示すグラフ
ィック表示を提供するステップを含む。
【０２４０】
　さらに別の態様によるデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶したメモリとを備えるものであり、プロセッサによって命令が実行されると、所定
の機能を実行する。機能は、モバイルデバイスとネットワークメディアシステムの間で通
信を確立するステップを含む。機能はさらに、モバイルデバイスがネットワークメディア
システム内の１つ又は複数の再生デバイスによるゾーンと以前に接続状態にあったことを
決定するステップを含む。モバイルデバイスのプレイリスト中の１つ又は複数のメディア
アイテムに対してモバイルデバイスを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付
けられた再生キュー内の対応する１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するア
クションがゾーンによって実行される。機能はさらに、ゾーンから、再生キュー内の対応
する１つ又は複数のメディアアイテムを特定する情報を受信するステップを含む。機能は
さらに、ゾーンから受信した１つ又は複数の対応するメディアアイテムを特定する更新プ
レイリストをモバイルデバイスによって読み出すステップを含む。機能はさらに、モバイ
ルデバイスとゾーンの間で新たな接続状態を確立するステップを含む。接続状態が確立さ
れると、更新プレイリスト中の１つ又は複数のメディアアイテムに対してモバイルデバイ
スを介してアクションが実行されると、ゾーンに関連付けられた再生キュー内の対応する
１つ又は複数のメディアアイテムに対して、対応するアクションがゾーンによって実行さ
れるようになる。
【０２４１】
　さらに、本明細書での「実施形態」の言及は、実施形態に関連して述べられた特定の特
徴、構造、又は特性が、発明の少なくとも１つの実施形態に含まれ得ることを意味する。
本明細書の様々な場所でこの語句が用いられているが、その全てが必ずしも同じ実施形態
を言及するものではなく、又、他の実施形態に対して相互排他的な別個の実施形態又は代
替の実施形態でもない。このように、本明細書で述べられた実施形態に関して他の実施形
態との組合せが可能であることが、当業者によって明示的および暗黙的に理解される。
【０２４２】
　本明細書は、環境、システム、手順、ステップ、論理ブロック、処理、および他のシン
ボル表現に関して広く示されており、それらはネットワークに接続されるデータ処理デバ
イスの動作に直接又は間接的に類似するものである。これらの処理説明および表現は、一
般的に当業者によって使用され、それらの仕事の内容を他の当業者に最も効率良く伝える
ことができる。本開示を理解するために、多くの具体的な内容が提供されている。しかし
ながら、本開示のある実施形態が特定の具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者に
理解される。他の例では、実施形態を不必要に曖昧にすることを避けるために、周知の方
法、手順、コンポーネント、および回路を詳細に説明していない。したがって、本開示の
範囲は、上記した実施形態よりむしろ添付された特許請求の範囲によって定義される。
【０２４３】
　添付の特許請求の範囲のいずれかがソフトウェアおよび／又はファームウェアへの実装
を純粋にカバーするように読み取れる場合には、少なくとも１つの例における要素の１つ
又は複数が、ソフトウェアおよび／又はファームウェアを記憶するメモリ、ＤＶＤ、ＣＤ
、ＢｌｕーｒＡｙ等の有形媒体を含むように、本明細書で明示的に定められる。
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